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　四国こどもとおとなの医療センター平成 28 度臨床研究・教育研修業績集が出来上がりましたので

お届けいたします。当医療センターでは横田 一郎 副院長、近藤 秀治 臨床研究部長を中心に人材育成

に励んでおり、医師、看護師のみならず、全ての分野の職員に臨床研究を推奨しています。こうした

研究成果を積極的に学会で発表し、さらに学術論文の執筆を推奨してまいりました。その結果、学会

発表、論文数も格段にとは言えませんが 28 年度も英文原著が 19 篇に、和文原著論文が 44 篇にまで

増加いたしました。さらに国際学会にも 34 演題が採択され、国立病院総合医学会をはじめとした国

内学会を合わせると 400 演題近くになります。特筆すべきは医療職のみならず事務職員やパラメディ

カルからの業績も確実に増加傾向にあることです。臨床研究の大切なことは “ 目的 ” を明らかにして

“ 研究計画 ” を立て、作成した “ 目標 ” に向けてグループ内で議論を重ね、得られた研究結果を真摯

な目で観察し、成果を分析したことをまとめ、さらに発表することにあります。こういった過程は、チー

ム医療を推進していく上で求められている様々な要素を含んでおり、より良い医療人の育成にはもっ

ともよい方法の一つだと考えています。これら研究成果を学会発表するだけでなく、推敲を重ねて論

文することで個々人の能力の向上につながると期待しています。さらに特に優れた研究成果に関して

は更なるステップアップを目指して英文論文の執筆を推奨しています。優秀な人材は病院にとって宝

ですが、一人の天才よりも努力できる人材を数多く育成することが重要であり、その結果、国立病院

機構が目指す “ 高度で良質な医療の提供 ” につながると思います。

　今年は 2 回の市民公開講座を始め地域住民との交流を深める目的で様々な研修会や出前講座を開催

いたしました。さらに香川県からの委託事業として総合周産期母子医療研修会や子どもの心診療ネッ

トワーク事業、児童虐待防止医療ネットワーク事業の一環として行われた各種研修会では県内外から

たくさんの参加者を迎えることが出来ました。医療センターとしても素晴らしい事業の一つであると

誇りに思っています。こういった成功体験を積み重ねることにより、職員一人ひとりの研究マインド

を育て、多種多様な能力を有する職員を育てていきたいと思います。特に研究の機会の少ない臨床現

場の若手職員に対しては研究テーマを広く募集し、今後ともできる限り多くの職員に研究の機会（チャ

ンス）を提供して参りたいと思います。

　医療センターの国際化に関しては平成 26 年度にタイ国のシルキット王妃記念国立小児病院

(QSNICH) との姉妹縁組を結び、第 1 回アジア国際小児医療学会 in 香川を主催し、今年は第３回を開

催することができました。会を重ねることに参加国も参加者も増加し、さらにこの交流を通じて 28

年度もタイ国、台湾等から研修生を受け入れることが出来ました。職員の目を医療センター内だけで

なく、香川県だけでもなく、日本国内に限らず東南アジアに向け、国際的な交流を通じて広い視野を

持ってほしいと思います。

　最後になりましたが本誌に目を通される皆様方には日頃よりお世話になり本当にありがとうござ

います。当医療センターが目指す高度な知識と優れた技術を身に着け、心豊かな職員の育成に励み、

親切丁寧な医療の提供に務めたいと思っております。今後ともご指導の程、よろしくお願い申し上げ

ます。

四国こどもとおとなの医療センター

院 長   中 川 義 信

巻 頭 言



平成 28 年度  業績実績
目    次

●  臨床研究業績

原著論文（英文）

原著論文（和文）

著書・総説

国際学会発表

国内学会発表

セミナー・シンポジウム・講演

研究助成

院内研究助成

受託研究

●  教育研修業績

市民公開講座

香川県総合周産期母子医療研修会

健康出前講演

院外研修会

院内症例検討会

院内セミナー

　

1

3

6

7

31

43

46

45

47

34

51

36

53

38

10



－ 1 －

 原著論文（英文）

原著論文（英文）

Kuboi T, Okazaki K, Inotani M, Sugino M, Sadamura T, Nakano A, Kobayashi S, Ota A, Nishimura K, Yaguchi T. A case of 

cutaneous Paecilomyces formosus infection in an extremely premature infant.  J Infect Chemother.  22(5): 339-41, 2016

Kanematsu M, Kanematsu Y, Hashimoto T.  Mouse models of vascular diseases.  Springer Japan　Chapter 11 1  Mouse Models of 

Aortic Aneurysm 2 (Tentative) 3

Kanematsu M, Morimoto M, Takahashi M, Honda J, Bando Y, Moriya T, Tadokoro Y, Nakagawa M, Takechi H, Yoshida T, Toba H, 

Yoshida M, Kajikawa A, Tangoku A, Imoto I, Sasa M.  Thirty percent of ductal carcinoma in situ of the breast in Japan is extremely 

low-grade ER (+)/HER2(-) type without comedo necrosis.  J Med Invest.  63(3-4): 192-8, 2016

 

Moritani M, Yokota I, Horikawa R, Urakami T, Nishii A, Ogata T, Sugihara S, Amemiya S, on behalf of The Japanese Study Group 

of Insulin Therapy for Childhood and Adolescent Diabetes (JSGIT).  Identification of monogenic gene mutations in Japanese subjects 

diagnosed with type 1B diabetes between >5 and 15.1 years of age.  J Pediatr Endocrinol Metab.  29(9): 1047-54, 2016

Kubo H, Shimono R, Nakamura S, Koyano K, Jinnai W, Yamato S, Yasuda S, Nakamura M, Tanaka A, Fujii T, Kanenishi K, Chiba Y, 
Miki T, Kusaka T, Ueno M.  Hypoxic-ischemic encephalopathy-associated liver fatty degeneration and the effects of therapeutic 

hypothermia in newborn piglets.  Neonatology  111: 203-10, 2016

Yuzawa Y, Yamamoto R, Takahashi K, Katafuchi R, Tomita M, Fujigaki Y, Kitamura H, Goto M, Yasuda T, Sato M, Urushihara M,

Kondo S, Kagami S, Yasuda Y, Komatsu H, Takahara M, Harabuchi Y, Kimura K, Matsuo S.  Evidence-based clinical practice 

guidelines for IgA nephropathy 2014.  Clin Exp Nephrol.  20: 511-35, 2016

Nagai T, Urushihara M, Kinoshita Y, Jamba A, Kondo S, Kagami S.  Differential regulation of angiotensin II-induced extracellular 

signal regulated kinase-1/2 and -5 in progressive glomerulonephritis.  Nephrology (Carlton)　21: 950-958, 2016

Takagi M, Miyoshi T, Nagashima Y, Shibata N, Yagi H, Fukuzawa R, Hasegawa T.  Novel heterozygous mutation in the extracellular 

domain of FGFR1 associated with Hartsfield syndrome.  Hum Genome Var.　3: 16034, 2016

Ohtaka K, Fujisawa Y, Takada F, Hasegawa Y, Miyoshi T, Hasegawa T, Miyoshi H, Kameda H, Kurokawa-Seo M, Fukami M, 

Ogata T.  FGFR1 analyses in four patients with hypogonadotropic hypogonadism with split-hand/foot malformation: Implications for 

the promoter region.  Hum Mutat.  38: 503-506, 2017 (doi:10.1002/humu.23178)

 

Ihara K, Fukano C, Ayabe T, Fukami M, Ogata T, Kawamura T, Urakami T, Kikuchi N, Yokota I, Takemoto K, Mukai T, Nishii A, 

Kikuchi T, Mori T, Shimura N, Sasaki G, Kizu R, Takubo N, Soneda S, Fujisawa T, Takaya R, Kizaki Z, Kanzaki S, Hanaki K, 

Matsuura N, Kasahara Y, Kosaka K, Takahashi T, Minamitani K, Matsuo S, Mochizuki H, Kobayashi K, Koike A, Horikawa R, 

Teno S, Tsubouchi K, Mochizuki T, Igarashi Y, Amemiya S, Sugihara S and The Japanese Study Group of Insulin Therapy for 

Childhood and Adolescent Diabetes (JSGIT).  FUT2 non-secretor status is associated with type 1 diabetes susceptibility in Japanese 

children.  Diabet Med.  34: 586-589, 2017 (doi: 10.1111/dme.13288, 2016)
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原著論文（英文）

Okada M, Handa N, Onohara T, Okamoto M, Yamamoto T, Shimoe Y, Yamashita M, Takahashi T, Kishimoto J, Mizuno A, Kei J, 

Nakai M, Sakaki M, Suhara H, Kasashima F, Endo M, Nishina T, Furuyama T, Kawasaki M, Iwata K, Marumoto A, Urata Y, Sato K, 

Ryugo M and the National Hospital Organization Network Study Group for Abdominal Aortic Aneurysm in Japan.  Late sac behavior 

after endovascular aneurysm repair for abdominal aortic aneurysm.  Ann Vasc Dis.  9(2): 102-107, 2016

Higuchi Y, Kubo T, Mitsuhashi T, Nakamura N, Yokota I, Komiyama O, Kamimaki I, Yamamoto S, Uchida Y, Watanabe K, Yamashita 

H, Tanaka S, Iguchi K, Ichimi R, Miyagawa S, Takayanagi T, Koga H, Shukuya A, Saito A, Horibe K.  Clinical epidemiology and 

treatment of febrile and afebrile convulsions with mild gastroenteritis: A multicenter study.  Pediatr Neurol.  67: 78-84, 2017

Okuno M, Kasahara Y, Onodera M, Takubo N, Okajima M, Suga S, Watanabe N, Suzuki J, Ayabe T, Urakami T, Kawamura T, 

Kikuchi N, Yokota I, Kikuchi T, Amemiya S, Nakabayashi K, Hayashi K, Hata K, Matsubara Y, Ogata T, Fukami M, Sugihara S.  

Nucleotide substitutions in CD101, the human homolog of a diabetes susceptibility gene in non-obese diabetic mouse, in patients 

with type 1 diabetes.  J Diabetes Investig.  8: 286-294, 2017 (doi: 10.1111/jdi.12586, 2016)

Ayabe T, Fukami M, Ogata T, Kawamura T, Urakami T, Kikuchi N, Yokota I, Ihara K, Takemoto K, Mukai T, Nishii A, Kikuchi T, 

Mori T, Shimura N, Sasaki G, Kizu R, Takubo N, Soneda S, Fujisawa T, Takaya R, Kizaki Z, Kanzaki S, Hanaki K, Matsuura N, 

Kasahara Y, Kosaka K, Takahashi T, Minamitani K, Matsuo S, Mochizuki H, Kobayashi K, Koike A, Horikawa R, Teno S, Tsubouchi K, 

Mochizuki T, Igarashi Y, Amemiya S, Sugihara S; Japanese Study Group of Insulin Therapy for Childhood and Adolescent Diabetes 

(JSGIT).  Variants associated with autoimmune Type 1 diabetes in Japanese children: implications for age-specific effects of cis-

regulatory haplotypes at 17q12-q21.  Diabet Med.  33(12): 1717-1722, 2016

Okuno M, Yorifuji T, Kagami M, Ayabe T, Urakami T, Kawamura T, Kikuchi N, Yokota I, Kikuchi T, Amemiya S, Suzuki J, Ogata T,

Sugihara S, Fukami M; Japanese Study Group of Insulin Therapy for Childhood and Adolescent Diabetes (JSGIT).  Chromosome 

6q24 methylation defects are uncommon in childhood-onset non-autoimmune diabetes mellitus patients born appropriate- or large-

for-gestational age.  Clin Pediatr Endocrinol.  25: 99-102, 2016

Takahashi K, Nakamura E, Suzuki S, Shinoda M, Nishijima Y, Ohnuki Y, Kondo A, Shiina T, Suzuki T, Izumi S.  Laparoscopic 

Davydov Procedure for the Creation of a Neovagina in Patients with Mayer-Rokitansky-Kuester-Hauser Syndrome: Analysis of 7 

Cases.  Tokai J Exp Clin Med. (0385-0005)  41(2): 81-87, 2016

Yotsumoto J, Sekizawa A, Suzumori N, Yamada T, Samura O, Nishiyama M, Miura K, Sawai H, Murotsuki J, Kitagawa M, 

Kamei Y, Masuzaki H, Hirahara F, Endo T, Fukushima A, Namba A, Osada H, Kasai Y, Watanabe A, Katagiri Y, Takeshita N, Ogawa M, 

Okai T, Izumi S, Hamanoue H, Inuzuka M, Haino K, Hamajima N, Nishizawa H, Okamoto Y, Nakamura H, Kanegawa T, 

Yoshimatsu J, Tairaku S, Naruse K, Masuyama H, Hyodo M, Kaji T, Maeda K, Matsubara K, Ogawa M, Yoshizato T, Ohba T, 

Kawano Y, Sago H; Japan NIPT Consortium.  A survey on awareness of genetic counseling for non-invasive prenatal testing: the first 

year experience in Japan.  J Hum Genet.  61(12): 995-1001, 2016

Tenkumo C, Hanaoka U, AboEllail MA, Ishimura M, Morine M, Maeda K, Hata T.  HDliveFlow with HDlive silhouette mode in  

diagnosis of fetal hepatic hemangioma.  Ultrasound Obstet Gynecol.  49: 541-542, 2017

Kaji T, Hayabuchi Y, Maeda K, Nakayama S, Irahara M.  Prenatal assessment of coronary artery anatomy using color Doppler in 

cases of D-transposition of the great arteries: Case reports.  J Obstet Gynaecol Res.  43(2): 397-402, 2017
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 原著論文（和文）

原著論文（和文）

横井 広道．小児の成長痛をどうみるか教えてください．Locomotive pain frontier　5: 38-39, 2016

横井 広道．小児肘内障の超音波診断における関節水腫の検討．中部整災誌　59: 1077-1018, 2016

牛田 美幸． 「発達障害のウソ・ホント」子育て・家族支援－愛着の問題へのアプローチ－　香川県小児医会会誌　37: 

60-61, 2016

大西 達也，遠藤 彰一，寺田 一也，横田 一郎，桐野 友子，岩井 朝幸，新居 章，岩村 喜信．後頭葉可逆性白質脳症を合

併した褐色細胞腫の学童例． 小児科臨床　69(1): 71-78, 2016

三好 達也，松本 真里，森谷 眞紀，岩瀬 孝志，横田 一郎．子宮欠損を伴った糖尿病女児：17q12 微細欠失の同定

ホルモンと臨床　62: 407-410, 2016

益岡 壮太， 近藤 秀治， 岡田 隆文， 横山 明人， 岩井 艶子， 岩井 朝幸， 横田 一郎．鼻出血を契機にループスアンチコアグラ

ント・低プロトロンビン血症と診断した SLE　日本小児科学会雑誌　 120(10): 1502-1507, 2016

香川 昭博，則松 良明，寺本 典弘，前田 智治．7 種の臨床材料を使用した液状化検体細胞診 3 法における細胞所見の比較．

医学検査 　1(66): 60-67, 2017

小林 理英，松尾 剛，佐藤 純一，小椋 昌美，平川 崇，井上 智人．リハビリテーション科業務に内部監査を導入して

～その方法と有効性について～　医療　70(5), 2016

山本 秀紀，仙波 靖士，山本 宏．小児の服薬に対するかかりつけ薬局の実態調査　小児臨床薬理学会誌　1: 105-108, 2016

近藤 朱音，長谷川 巖，大貫 優子，高橋 千果，尾中 啓枝，森屋 宏美，溝口 満子，大澤 資樹，前田 和寿，和泉 俊一郎．

法医学部門と遺伝診療部門にて診療連携した 2 症例　日本染色体遺伝子検査学会雑誌　34(1): 48-55, 2016

曽根 美智子，近藤 朱音，南原 しずえ，射場 智美，森 香保里，伊藤 道徳，黒木 良和，前田 和寿．染色体解析室から発

信する遺伝教育　アンケート調査から　日本染色体遺伝子検査学会雑誌　34(1): 29-34, 2016

渡部 有加，松本 真里，三好 達也，岩井 朝幸，岩井 艶子 , 新居 章，岩村 喜信，横田 一郎，森谷 眞紀．家族性腫瘍が疑

われる副腎皮質癌の 3.6 歳男児症例における TP53 遺伝子の遺伝学的解析　日本染色体遺伝子検査学会雑誌 　35( 1): 43-

53, 2016

近藤 朱音，曽根 美智子，森 香保里，中奥 大地，村上 雅博，森根 幹生，檜尾 健二，前田 和寿． 医療系大学生の遺伝学

的検査の捉え方　妊娠前保因者スクリーニングについてのアンケート調査から　国立病院機構 四国こどもとおとなの医
療センター医学雑誌　 3( 1): 25-31, 2016

大西 昭雄，中村 直子，三好 達也，横田 一郎． 性早熟徴候を主訴に受診した 61 症例の臨床像　国立病院機構 四国こど
もとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 32-37, 2016
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原著論文（和文）

松本 真里，久保井 徹，玉城 渉，三好 達也，渡部 有加， 岡崎 薫，横田 一郎，森谷眞紀． 高インスリン血性低血糖症 3

例の遺伝学的解析　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 38-44, 2016

川端 豊，仁木 敏之，小島 義裕，岡村 暢大，竹谷 善雄．冠動脈穿孔後に形成された仮性動脈瘤の経過を観察し得た一例．

国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 45-49, 2016

永田 啓代，藤井 亜希子，重本 洋二，中村 宗夫，岩井 艶子，岩井 朝幸．骨髄のみに病変のみられた濾胞性リンパ腫の 1

症例　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 50-52, 2016

林 劭桓，久保井 徹，定村 孝明．嚢胞性病変を伴う間質性肺気腫に対し，片肺挿管による人工呼吸管理を行った超低出

生体重児の 1 例　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 53-56, 2016

江口 啓意，近藤 秀治．RF 陽性多関節型若年性特発性関節炎の女児例　若年性特発性関節炎初期診療の手引き 2015 に基

づく治療の再考　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 57-60, 2016

庄野 健太，岡田 隆文，中村 直子，岩井 朝幸，横田 一郎．鎖肛を既往歴に持ち上部尿路感染症を発症した 2 症例　国立
病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 61-63, 2016

南 征樹，永田 啓代，久保井 徹，小林 鐘子，中野 彰子，定村 孝明，神内 済，山戸 聡史，新居 広一郎，宮城 恵，太田 明． 

臍帯血塗抹標本鏡検から診断に至った遺伝性球状赤血球症の一例　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医
学雑誌　 3( 1): 64-67, 2016

古川 由美，山口 亜里紗，木村 充代，橋本 理香，隅田 美紀．患者から他害をうけた時の看護師の体験　国立病院機構 四
国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 68-71, 2016 

谷藤  晴香，山下  友美，宮川  めぐみ，西岡  千恵，渡邊  泰代．医療的ケアの高い重症心身障害児（者）と関わる看護師

が抱く思い　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 72-76, 2016 

佐藤 有莉，浪花 彩，宮内 沙樹，西岡 志保美，大矢根 砂英子，黒瀬 水紀．ICU，救命救急病棟から転入した高齢患者の

せん妄発症前の徴候　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 77-82, 2016

我部山 和佳奈，龍瀬 理津子，喜田 弥生，大西 和代，高橋 智美，大東 恵，兼近 みどり．急性期脳卒中患者に当院の

注入メニューを使用して経管栄養を行った 3 症例の検討　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌 

3( 1): 83-87, 2016

山内 教子，大谷 拓也，吉川 智子，藤本  縁，兼近  みどり．経口挿管中の小児に対する口腔ケアの方法と効果　国立病
院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 88-90, 2016 

向井 早苗，山口 萌，篠原 律子，川崎 崇代，小西 裕美．重症心身障害児（者）を対象としたがん化学療法に対する看護

師の困難と課題　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 91-96, 2016

船越 千裕，林 彩香，田中 初代，加藤 亜夕美，斎藤 三江子，橋本 数江．重症心身障害児（者）病棟に勤務する新人看護

師の悩み　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 97-100, 2016
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 原著論文（和文）

香川 紗織，武田 弥咲，平田 郁恵，柳原 育子．助産学生が分娩介助を行った褥婦の分娩体験　国立病院機構 四国こども
とおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 101-104, 2016

和田 和佳子，平田 朱美，石田 美那子，香川 亮子，西岡 初子，安藤 明子．GCU に配属された新人看護師が職務を継続

できた要因　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 105-109, 2016

青野 典代，藤本 紗佑里，西川 陽子，福家 ひとみ，泉 安耶，井 上静子．予後不良の子どもとその家族へのケアを通して

の看護師の体験　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 110-113, 2016

玉井 麗佳，小西 鮎美，久保 友美絵，山本 瑠里，井上 詩織，福島 和代，出下 仁美，森 智美．長期単独入院中の子ども

と家族がともに過ごす体験の変化 ～家族の思いや意向に沿ったケアを試みて～　国立病院機構 四国こどもとおとなの医
療センター医学誌雑誌　 3( 1): 114-119, 2016

植田 沙織，重本 ひろみ，坂本 有香，越智 由美子，土居 和生，木村 恵子．小児がんと診断され準無菌食を摂取してい

る子どもと母親の心の変化 ～新パンフレットを導入して～　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌 

3( 1): 120-126, 2016

嵯峨 梢，冨田 景子，矢野 沙也加，山下 志乃，小林 雅也，小笠原 あゆみ．急性期病棟に勤務する看護師の胴抑制解除の

判断指標に関する研究　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌 　3( 1): 127-132, 2016

小池 恵，三日月 正子，西田 暁紀子，香川 秀子，西山 直子，片岡 真喜代．血液透析患者の掻痒症に対するスキンケア指

導とその効果　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 133-137, 2016

中浦 友美，久保 多江子，山口 美和子，三井 安子．透析患者の災害教育・避難訓練実施前後の知識・危機意識の変化 

国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 138-142, 2016

増田 久美子，久保 奈巳，岡田 みずほ，白川 由紀，藤田 由美子，加納 順子．術後せん妄患者数減少に向けての取り組み 

～術前オリエンテーションの改善を試みて～　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 143-

147, 2016 

　

石井 涼太，安達 宏，加藤 望美，西前 真里．下肢静脈瘤レーザー焼灼術を受ける患者の苦痛の実態　国立病院機構 四国
こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 148-152, 2016

中澤　尚子．ストーマ合併症への対応・ストーマ装具の不適切な管理　看護技術　62(14): 46-50, 2016

木下 ゆき子， 近藤 秀治， 藤岡 啓介， 尾崎 夏子， 永井 隆， 漆原 真樹， 坂東 良美， 香美 祥二．シクロスポリンが有効であっ

たブドウ膜炎に伴う尿細管間質性腎炎の女児例　 日本小児腎不全学会雑誌　36: 315-318, 2016

池内 克馬，近藤 敏，藤井 貴絵，西田 征治，小林 理英，松尾 剛．地域行政職の作業療法士の業務内容と求められる能

力の探索　作業療法ジャーナル　50(1), 2017

立花 綾香， 加地 剛， 七條 あつ子， 高橋 洋平， 中山 聡一朗， 中川 竜二， 前田 和寿， 早渕 康信， 香美 祥二， 苛原 稔．胎児期

から類洞交通を確認できた純型肺動脈閉鎖の一例　日本周産期・新生児医学会雑誌　 52(1): 155-159, 2016 
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著書・総説

著 書・ 総 説

横田 一郎．小児糖尿病の現状と今後の課題　日本臨床　74 (2): 496-500, 2016

横田 一郎．糖代謝異常症 . 遺伝因子として特定の遺伝子異常が同定されたもの（単一遺伝子異常糖尿病）：小児内分泌学

診断と治療社　520-524, 2016

横田 一郎． 5 章　内分泌疾患：シンプル小児科学　南江堂　117-135, 2016

近藤 秀治．13 章　腎泌尿器・生殖器疾患：シンプル小児科学　南江堂　257-283, 2016

多田 文彦．呼気ガスモニター，エビデンスで読み解く小児麻酔　克誠堂　75-79, 2016

前田 和寿．異所性妊娠　周産期医学必修知識第 8 版　208-811, 2016

前田 和寿，森 香保里，中奥 大地，村上 雅博，近藤 朱音，森根 幹生，檜尾 健二，岩井 艶子．わが国における優生政策

と出生前診断の歴史　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1): 1-8, 2016

近藤 秀治．学校検尿と小児の慢性腎臓病 (CKD)　国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑誌　 3( 1):  

9-17, 2016

横井 広道．重症心身障害児（者）病棟の骨粗鬆症と骨折予防．国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター医学雑
誌　 3( 1): 18-24, 2016

横井 広道．成長痛．小児整形外科テキスト改訂第 2 版．メジカルビュー社　14-19, .2016

岩村喜信，新居 章，浅井 武．肥厚性幽門狭窄症：臍内切開　小児外科　48:247-251, 2016

和泉 俊一郎，近藤 朱音，亀谷 美恵．ヒトにおける妊娠免疫　ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ VII　生体防御・
社会性　裳華房　62-73, 2016

中土井 芳弘，木村 一優，太田 順一郎，田中 哲，田中 究． 国際学会報告　児童青年精神医学とその近傍領域　57: 323-

325, 2016

船木 孝則，石羽澤 映美，岡田 隆文，鳥居 ゆか． 小児感染症育成フォーラム 2016 WS-3 RSV: パリビズマブ適応拡大の

是非 (Pros). 　小児科臨床　70(3), 2017

大成 滋，岡田 隆滋，岡田 隆文，岡野 周子，角田 修，久津間 弘和，小林 正明，近藤 康夫，坂口 直哉，田島 剛，長尾 雅悦，

中山 栄一，新実 了，西村 修一，東館 義仁，疋田 敏之，目黒 英典，森 俊彦，堤 裕幸．Mycoplasma pneumoniae 抗原を検

出する新しいイムノクロマトキット (DK-MP-001) の性能評価　医学と薬学　 74(2): 169-180, 2017

岡田 倫代 編著，中土井 芳弘，藤川 愛 著．2 分でできる子どものメンタルヘルスチェックシート　学事出版　2016
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国際学会発表  (Apr.-May)  

国 際 学 会 発 表

Art Therapy Conference 2016  (13-16 April 2016, Goldsmiths) 

Mori K.  Participatory art installation: overcoming

European Human Genetics Conference 2016  (21-24 May 21-24 2016, Barcelon)

Kondo A, Nakaoku D, Yamasaki M, Morine M, Hinokio K, Izumi S, Maeda K.  Nurses and midwives attitude toward pre-conception 

carrier screening (PCS) in Japan

Asian Medical Conference on Child Health in Kagawa 2016 (26-28 May 2016, Zentsuji)

Yokoi H.  Diagnosis of the pulled elbow with ultrasonography

Yokoi H.  Treatment of clubfoot by the ponseti method of manipulation  and casting

Asai T, Iwamura Y, Nii A, Asai Y.  The role of pediatric surgeon for pediatric trauma patients in seisan area

Kuboi T.  Comparison of transcutaneous bilirubin levels between japanese and bruneian healthy newborn infants in the first 48 hours

Masuoka S, Kondo S.  A case of lupus anticoagulant hypoprothrombinemia syndrome associated with systemic lupus 

Erythematosus

Fujikawa S.  Actual learning and experiences related to pediatric nursing during year 2 of  a 3-year course nursing student

Aono H, Sone K, Kamei M, Huke H, Inoue S.  Experience of mother whose children have needed long-term hospitalisation until 

school-age due to congenital heart disease

Ohki M, Ono S, Fukuda Y, Arai Y, Ideshita H, Mori T.  Initiative to introduce preparations

Mori Y, Morichika M, Doi K, Kimura K.  Nursing practice with sle patients who forget to take their to take their medications-help 

patients continue their medications

Hashimoto Y, Hirai R, Kitaoka C, Hiraguchi S, Iwata C, Yanagihara I.  Report on improvements to the MFICU sound environment-

based on the results of the 2014 annual survey

Mizuno S, Miyatake M, Matsuura Y, Karaki Y, Sano R, Toyofuku Y, Yamashita K, Yokoi R, Kato T, Yamamoto H, Senba Y, Hayashi T, 

Yamamoto H.  Cooperation with the pharmacy and other sections in the medical center:pharmacists in team care

Amano S, Sato T, Pooh K, Kobayashi R, Matsuo T, Inoue T.  The support process for pediatric spinal cord injury children to discharge 

to home

Shirata Y,  Ishii M, Saibara Y, Nakamoto Y, Takahashi M, Shiba T, Kowari F, Takemori K, Tsukizawa K, Tsunoda F, Masuda S, 

Fujita Y, Hashimoto T.  Seasonal cooking and festive meals at our hospital
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国際学会発表  (Jun.-Oct.)

The 17th Annual Pediatric Meeting of National Child Health (22-24 June 2016, Bangkok)

Mori T.  Initiative to introduce preparations

Mori K.  A short-term non-verbal psychotherapeutic intervention for patients in perinatal period with high anxiety

Kondo S.  Annual urinary screening at school children and pediatric chronic kidney disease in japan

The 9th Kure International Medical Forum (K-INT) (21-24 July 2016, Kure) 

Kondo S.  SYMPOSIUM -1“Pediatrics” pediatric chronic kidney disease in japan– the current standards and future challenges

3rd Annual ICJR Pan Pacific Orthopaedic Congress (10-13 August 2016, Matthew S. Austin) 

Kimura T, Tamaki S, Sasa T, Inoue T, Tohnai T.  Possible involvement of platelet-derived microparticle in pre-donated autologous 

blood on incidences of deep venous thromboembolism and pulmonary thromboembolism after total joint arthroplasty in lower 

extremity

International Symposium on Pituitary Gland and Related Systems (1-5 September 2016, Honolulu) 

Maeda K, Nakaoku D, Yamasaki M, Kondo A, Morine M, Hinokio K , Iba T, Nanbara S, Sone M.  Prader-Willi syndrome (PWS) 

diagnosed at 38 years old

Kondo A, Nakaoku D, Yamasaki M, Morine M, Hinokio K, Izumi S, Maeda K.  Translocations involving x chromosome and an 

autosome related to amenorrhea – a case report and review –

IACAPAP 2016 (18-22 September 2016, Calgary) 

Nakadoi Y.  Usefulness of animal type robot assisted therapy for autism spectrum disorder in the child and adolescent psychiatric 

ward

Nakadoi Y.  Autistic traits in adolescents of schizophrenia spectrum disorder

Cohen J, Pirlot T, Kimura K, Ota J, Kodama S, Nakadoi Y.  Who’s in charge: the eights of an adolescent in the inpatient hospital 

setting and child support, a multicultural perspective

Ota J, Kodama S, Kimura K, Tanaka S, Nakadoi Y, Tanaka K.  Competency to consent to treatment in childhood and adolescence: 

national research in 2016

26th world congress on Ultrasound in Obstetriscs and Gynecology (25-28 September 2016, Rome) 

Maeda K, Nakaoku D, Murakami M, Kondo A, Morine M, Hinokio K, Kaji T.  Ex utero intrapartum treatment (EXIT) procedure for 

cervical teratoma

ISTA2016 (5 October 2016, Boston) 

Tamaki S, Kimura T, Sasa T, Inoue T, Tohnai T.  The alignment-guide system to accurately orient an acetabular component in the 

mini-incision total hip arthroplasty in a lateral decubitus position.

 

Tamaki S, Kimura T, Sasa T, Inoue T, Tohnai T.  A novel approach using gentian violet to treat methicillin-resistant staphylococcus 

species infection after joint replacement surgery 
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  国際学会発表  (Oct.-Jan.)

ACPT 2016 (7-8 October 2016, Kuala Lumpur)

Ishii T, Matsuo T, Sato J, Sato T, Inoue T, Tonai T, Sasa T.  Body sway in the early postoperative period in patients undergoing 

opening wedge high tibial osteotomy

ISPOR 19th Annual European Congress (29 October - 2 November 2016, Vienna) 

Nakagawa Y, Tomita N, Irisa K, Nakagawa Y.  Investigation about influence of management strategy in national hospital organization 

(NHO) hospitals by the revision of medical fee schedule

American Society of Nephrology Kideny week 2016 (15-20 November 2016, Chicago) 

Urushihara M, Nagai T, Kondo S, Ikeda Y, Tamaki T, Kagami S.  (Pro)renin receptor-mediated erk1/2 and wnt signaling pathway in 

crescent glomerulonephritis

19th Congress of the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies (FAOPS 2016) is to be held in Taipei (1-4 December 

2016, Taiwan) 

Kondo A, Nakaoku D, Yamasaki M, Morine M, Hinokio K, Maeda K.  Use of profile of mood states (poms) at maternity outpatients

International Forum on Medical Imaging in Asia (IFMIA) 2017 (19-20 January 2017, Naha) 

Yamaguchi Y, Omar M. Abou Al-Ola, Harano S, Kojima T, Yoshinaga T.  Evaluation of metal artifact reduction using dynamical 

image reconstruction in X-ray CT
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国内学会発表 （4月）

国 内 学 会 発 表

第 81 回 ( 一社 ) 日本脳神経外科学会　中国四国支部学術集会 （平成 28 年 4 月 2-3 日　高知市） 

亘 雄也，谷口 秀和，桑山 一行，夫 敬憲，中川 義信．神経線維腫症 1 型 (NF1) に合併した Glioblastoma の 1 例

第 40 回日本遺伝カウンセリング学会学術集会（平成 28 年 4 月 3-6 日　京都市）
近藤 朱音，村上 雅博，岩井 艶子，南原 しずえ，射場 智美，曽根 美智子，森 香保里，高橋 千果，大貫 優子，

和泉 俊一郎，前田 和寿．これからの遺伝診療チーム作りに向けての考察　三施設の比較から

大貫 優子，高橋 千果，篠田 真理，近藤 朱音，大上 麻由里，森屋 宏美，横山 寛子，溝口 満子，尾中 啓枝，和泉 俊一郎．
東海大学医学部付属病院遺伝子診療科における遺伝教育の試み

篠田 真理，高橋 千果，大貫 優子，近藤 朱音，横山 寛子，溝口 満子，森屋 宏美，箕輪 有美子，原田 直子，尾中 啓枝，

引間 涼子，黒木 明信，和泉 俊一郎．出生前遺伝相談に対する新たな体制への取り組み　外来と病棟との連携を目指し

て

曽根 美智子，近藤 朱音，南原 しずえ，射場 智美，森 香保里，和泉 俊一郎，黒木 良和，前田 和寿．遺伝医療センター

における染色体検査室の役割

曽根 美智子，近藤 朱音，南原 しずえ，射場 智美，森 香保里，和泉 俊一郎，黒木 良和，前田 和寿．染色体解析室から

発信する院内の遺伝教育　遺伝学リテラシーの改善

第 126 回中部日本整形外科災害外科学会（平成 28 年 4 月 9 日　浜松市）
横井 広道，小林 大，井上 智人，佐々 貴啓，木村 哲也，藤内 武春．小児化膿性椎間板炎の 1 例

横井 広道．小児肘内障の超音波診断における関節水腫像の検討

第 57 回中国四国小児がん研究会（平成 28 年 4 月 9 日　出雲市）
浅井 武，岩村 喜信，新居 章，浅井 芳江．当科における小児血液・固形腫瘍に対する中心静脈カテーテル挿入術の検討

浅井 芳江，岩村 喜信，新居 章，浅井 武．鼠径ヘルニアと鑑別を要した脂肪芽腫の 1 例

第 45 回日本脊椎脊髄病学会（平成 28 年 4 月 14 － 16 日　東京都） 

木村 哲也，玉置 俊輔，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春，芝 啓一郎．脊髄損傷における Nerve growth factor の誘導，発

現 -Interleukin-6 の関与 -

木村 哲也，玉置 俊輔，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春，清水 敬親．脊柱管側壁の切除による骨化性髄膜腫の安全な摘

出

第 90 回日本感染症学会総会・学術集会（平成 28 年年 4 月 15-16 日　仙台市）
岡田 隆文，岩井 朝幸，西村 恵子．extended-spectrum β-lactamase 産生菌による小児上部尿路感染症の初期治療薬と臨床

経過について
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 国内学会発表 （4 月）

第 68 回日本産科婦人科学会学術講演会（平成 28 年 4 月 21-24 日　東京都） 

村上 雅博，中奥 大地，近藤 朱音，森根 幹生，檜尾 健二，前田 和寿．抗血小板抗凝固併用療法中に発生した卵巣出血の

1 例

佐村 修，左合 治彦，北川 道弘，和田 誠司，佐々木 愛子，関沢 明彦，浜之上 はるか，三浦 清徳，山下 隆博，永松 健，

澤井 英明，山田 崇弘，室月 淳，鈴森 伸宏，種元 智洋，遠藤 俊明，福島 明宗，生野 寿史，平久 進也，松原 圭一，

吉里 俊幸，前田 和寿，加地 剛，小川 昌宣，佐世 正勝，難波 聡，長田 久夫，西澤 春紀，岡本 陽子，金川 武司，

柿ヶ野 藍子，小川 正樹，中村 博昭，和泉 俊一郎，片桐 由起子，笠井 靖代，成瀬 勝彦，吉松 淳，早田 桂，兵頭 麻希，

近藤 朱音，川野 由紀枝，大場 隆，横浜 祐子，市塚 清健，川島 英理子，三春 範夫，川上 浩介．日本 NIPT コンソーシ

アム 日本における 2 年間の無侵襲的出生前遺伝学検査 (NIPT) の現況

高橋 千果，近藤 朱音，篠田 真理，西島 義博，鈴木 隆弘，和泉 俊一郎，三上 幹男．ロキタンスキー症候群症例におけ

る網羅的ゲノム解析

Kondo A, Nakaoku D, Murakami M, Morine M, Hinokio K, Maeda K.  助産師と遺伝学チームにおける家系図の共有 (Sharing 

family tree between midwife and genetics team)( 英語 )

山本 由理，桑原 章，山﨑 幹雄，岩佐 武，檜尾 健二，苛原 稔．TESE-ICSI における凍結精子と新鮮精子の検討

第 89 回日本内分泌学会学術総会（平成 28 年 4 月 21-23 日　京都市） 

近藤 朱音，中奥 大地，山崎 幹雄，森根 幹生，檜尾 健二，高橋 千果，和泉 俊一郎，前田 和寿．原発無月経の精査にて

X- 常染色体均衡型転座を認めた一例

第 18 回日本医療マネジメント学会学術総会（平成 28 年 4 月 22-23 日　福岡市） 

三谷 沙織．申し送り廃止を目指した副看護師長会の取り組み - 現状調査から見えてきたこと -

中川 義章，伊藤 道徳，中川 義信．国立病院機構における人件費投資と医業収入

森 合音，中川 義信，中川 義章．進化するホスピタルアート

松原 始朗，中川 義信，伊藤 道徳，中川 義章，地藤 真弓．電子カルテの運用 ( プロジェクト ) 管理について

地藤 真弓，中川 義信，伊藤 道徳，中川 義章，松原 始朗．Windows10 化と WSUS を利用した院内端末のセキュリティ強

化

白川 由紀．A 病院における受け持ち看護師の役割強化に向けた取り組み

山崎 幸代，森 敏子．擦式アルコール手指消毒剤排気量低減に向けた当院の取り組み

第 27 回日本心エコー図学会学術集会（平成 28 年 4 月 22-24 日　大阪市） 

木花 早智 , 川村 道代 , 吉本 和子 , 山本 裕介 , 宮崎 晋一郎 , 竹谷 善雄 , 岡村 暢大 , 仁木 敏之 , 川端 豊 , 小島 義裕．短期間

で出現し鑑別に苦慮した calcified amorphous tumor の一例
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第 40 回香川県医学検査学会（平成 28 年 4 月 24 日 高松市） 

永田 啓代，藤井 亜希子，仙波 靖士，加藤 貴之，重本 洋二，遠藤 彰一．バルプロ酸ナトリウムにより重度血小板減少を

呈した１例

第 89 回日本整形外科学会学術総会（平成 28 年 5 月 12-15 日　横浜市）  

木村 哲也，玉置 俊輔，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春．人工関節置換手術後の難治性 SSI 治療を目的とした Gentian 

violet 溶液の抗菌スペクトルの拡大

第 119 回日本小児科学会学術集会（平成 28 年 5 月 13−15 日　札幌市） 

岡田 隆文，西村 恵子，中村 直子，藤原 由美，永井 盛博，三好 達也，横田 一郎，桐野 友子，遠藤 彰一，岩井 艶子，

太田 明，岩井 朝幸，近藤 秀治．当院における百日咳 28 例の臨床的検討

大西 達也，奥 貴幸，福留 啓祐，宮城 雄一，寺田 一也，太田 明．学校検診で見逃され心筋症を発症した右心耳起源心房

頻拍の 1 例

木下 あゆみ，伊藤 道徳．香川県児童虐待防止医療ネットワーク事業の現状と課題

三好 達也，大西 昭雄，中村 直子，横田 一郎．SGA 性低身長症を契機に診断された偽性副甲状腺機能低下症

横山 明人，近藤 秀治，江口 啓意，岩井 艶子，岩井 朝幸，横田 一郎，伊藤 道徳．発症時マクロファージ活性化症候群

と筋炎を呈したループス腎炎の一男児例

永井 隆，漆原 真樹，尾崎 夏子，木下 ゆき子，アリウンボルド，ジャンバ ，近藤 秀治，香美 祥二．進行性腎炎におけ

るアンギオテンシン II により活性化された ERK1/2 および ERK5 の役割

第 180 回 香川県泌尿器科医会（平成 28 年 5 月 24 日　高松市）
湯浅 明人，甲藤 和伸，横田 欣也．尿閉症例に対する HoLEP の治療経験

第 53 回日本小児外科学会学術集会（平成 28 年 5 月 25 日　福岡市） 

浅井 武，岩村 喜信，新居 章，浅井 芳江．小児外傷例に対する小児外科医の関わり

浅井 芳江，岩村 喜信，新居 章，浅井 武．5 年間で経験した小児甲状腺癌の 2 例

第 33 回四国新生児医療研究会（平成 28 年 5 月 28 日　高松市） 

山戸 聡史，宮城 恵，新居 広一郎，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，小林 鐘子，久保井 徹，太田 明．新生児低血糖脳症

の 2 例

茶円 裕希代．NICU での看取りの家族看護を振り返る

第 58 回日本小児神経学会学術集会（平成 28 年 6 月 3-5 日　東京都） 

永井 盛博，桐野 友子，藤原 由美，松岡 舟，遠藤 彰一．格子模様に対する視覚誘発発作を繰り返す Dravet 症候群の 1 例

牛田 美幸．親への心理社会的介入による子どもの行動チェックリスト（CBCL）の変化
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牛田 美幸．小児神経医による学校訪問 －教室へ行こう，職員室まで行こう－

第 8 回 KOCS 小児リウマチ研究会（平成 28 年 6 月 4 日　博多市） 
益岡 壮太，近藤 秀治，岡田 隆文，横山 明人，岩井 艶子，岩井 朝幸，横田 一郎．ループス・アンチコアグラント・低

プロトロンビン血症を伴う SLE の一例

第 34 回西日本小児循環器 HOT 研究会（平成 28 年 6 月 4 日　大阪市） 
大西 達也，寺田 一也，奥 貴幸，福留 啓祐，宮城 雄一，太田 明．PH 合併 PDA に対してアンプラッツァー動脈管閉鎖栓

を留置した 1 例

第 132 回西讃小児科医会（平成 28 年 6 月 9 日　宇多津町） 
大西 達也，福留 啓佑，宮城 雄一，寺田 一也，太田 明．学校検診で見逃され二次性心筋症を契機に診断に至った右心耳

起源心房頻拍の 1 例

医用画像情報学会（平成 28 年度年次（175 回）大会 平成 28 年 6 月 11 日　大阪市） 
山口 雄作，森 美智子，兒島 雄志，吉永 哲哉．非線形微分方程式に基づく磁気共鳴画像再構成

第 25 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会（平成 28 年 6 月 11-12 日　金沢市） 
小柳 礼恵，太田 信子，上原 浩子，市六 輝美，菊池 麻衣子，木村 智靖，奥田 裕美，中澤 尚子．小児総合医療施設にお

ける褥瘡（自重関連褥瘡）に関する実態調査

平成 28 年度四国重症心身障害者研究会（平成 28 年 6 月 11 日　高知市） 
山下 梓，高濱 秋代，福島 和代，橋本 数江．個別性を考慮した排泄への取り組み

太田 仁也，向井 早苗，松島 友美，田所 美代子，川崎 崇代．筋緊張のある重症心身障害者への関わり ～援助前の声かけ、

タッチングを統一・手指のマッサージを取り入れて～

大東 弘季，西岡 千恵，木村 恵子，渡邊 泰代．就学前の超重症児に対する接触機能訓練の効果 ～一事例を通して～

村尾 千夏，向井 早苗，上原 由見子，田所 美代子．右側凸側弯症のある重症心身障害者の呼吸状態の安定化を目指して

- ポジショニングとストレッチを取り入れた関わり -

藤川 美紅，白川 美代子，二川 幸枝．重症心身障害者の自傷・興奮の軽減に向けた看護ケア ～散歩や足浴での気分転換

を試みて～

第 59 回日本腎臓学会学術総会（平成 28 年 6 月 17-19 日　横浜市）
永井 隆，漆原 真樹，木下 ゆき子，Jamba Ariunbold，近藤 秀治，香美 祥二．半月体形成性腎炎におけるアンジオテンシ

ン II 刺激による ERK1/2 および ERK5 の病態制御機構

第 116 回消化器内視鏡学会四国地方会（平成 28 年 6 月 18-19 日　徳島市） 
露木 和彬，林 亨，中村 宗男，安田 浩章，須井 修，滝本 秀隆．打ち抜き様食道潰瘍を呈した MTX 関連リンパ増殖性疾

患の 1 例
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第 66 回日本病院学会（平成 28 年 6 月 23-24 日　盛岡市） 

笠井 麻理．PICU における患者・家族の満足度向上への取り組み

久松 菜穂子，大野 さつき，香川 恵里，高濱 秋代，福島 和代，橋本 数江．患者に合った排泄ケアの取り組み～オムツの

当て方選択方法の統一を図って～

中川 義章，入佐 薫，伊藤 道徳，中川 義信．国立病院機構における人件費投資状況の分析

第 41 回日本小児眼科学会総会（平成 28 年 6 月 24 － 25 日 横浜市） 

石丸 真弓，小木曽 正博．四国こどもとおとなの医療センターにおける未熟児網膜症に対する抗 VEGF 治療の検討

第 55 回日本小児股関節研究会（平成 28 年 6 月 25 日　岡山市） 

横井 広道．DDH( 脱臼）における股関節屈曲位及び開排位での MRI の経験

第 28 回日本体外循環技術医学会 四国地方会（平成 28 年 6 月 25 日　善通寺市） 

川人 智久．胎児循環と先天性心疾患について

平成 28 年度国立病院療養所四国放射線技師総会・学術大会（平成 28 年 6 月 27 日　徳島市 ） 

山口 雄作．最適化アルゴリズムが強度変調放射線治療計画に与える影響

石川 和希．Field of view が逐次近似応用再構成法に及ぼす影響

塚本 一真．Efffect of sampling perfection with application optimized contrast using different flip angle evolution on T1-weighted 

image contrast

中空 茉莉萌，木戸 泰治，小倉 裕樹，高市 知子．当院における乳がん検診の受診状況調査

第 42 回日本骨折治療学会（平成 28 年 7 月 1-2 日 東京都） 

佐々 貴啓，木村 哲也，小林 大，井上 智人，藤内 武春．高齢者の上腕骨近位部骨折に対する非観血療法の比較的良好な

治療成績

第 12 回四国言語聴覚学会（平成 28 年 7 月 3 日　徳島市） 

末澤 苑恵，實原 さき，髙木 威一郎，綾田 永治，槙山 智栄，天野 園子，板橋 陽子，綾野 理加，近藤 英司，夫 敬憲，亘 雄也，

小林 理英，松尾 剛，井上 智人．小児重度嚥下障害症例に対する継続した味覚刺激の重要性  －小脳腫瘍摘出後の一例－

髙木 威一郎，實原 さき，綾田 永治，槙山 智栄，津野 美菜穂，桑山 一行，井上 智人．右利き交叉性失語により書字，

計算面中心に障害が残存した一例

第 98 回日本小児科学会香川地方会（平成 28 年 7 月 3 日　三木町） 

岩村 喜信，新居 章，浅井 武，浅井 芳江．当科における包茎の治療経験

近藤 秀治，小林 鐘子，石丸 真弓，横山 明人，桐野 友子，永井 盛博，三好 達也，岡田 隆文，岩井 朝幸，横田 一郎．ジュ

ベール症候群関連疾患の１女児例
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岡田 隆文，夫 敬憲，横井 広道，井川 雅崇，奥 貴幸，横山 明人，藤井 朋洋，大西 昭雄，福留 啓祐，中村 直子，藤原 由美，

永井 盛博，三好 達也，小林 鐘子，桐野 友子，遠藤 彰一，岩井 艶子，太田 明，岩井 朝幸，近藤 秀治．中枢神経と骨組

織の肉芽腫性病変より確定診断したサルコイドーシスの女児例

浅井 武，岩村 喜信，新居 章，浅井 芳江．当科における異物誤飲症例の検討

有岡 誠，宮城 恵，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，久保井 徹，太田 明，岩井 朝幸，永田 雅代，有江 啓二．

臍帯血血液学的検査による新生児血液疾患スクリーニングの有用性について

益岡 壮太，岡田 隆文，西村 恵子，中村 直子，藤原 由美，永井 盛博，三好 達也，桐野 友子，遠藤 彰一，岩井 艶子，

太田 明，岩井 朝幸，横田 一郎，近藤 秀治．実験室診断した百日咳 33 例の臨床的検討

第 52 回日本小児循環器学会総会・学術集会（平成 28 年 7 月 6-8 日　東京都） 

大西達也，寺田一也，奥貴幸，福留啓祐，宮城雄一，太田明．閉鎖術不能と考えられた PDA に対して treat and repair を

施行しえた 1 例

大西 達也，奥 貴幸，福留 啓祐，宮城 雄一，寺田 一也，太田 明，川人 智久，江川 善康．シャント術で成長させた奇静

脈を用いて右肺動脈再建術を施行した右肺動脈欠損症の 1 例

福留 啓祐，大西 達也，宮城 雄一，寺田 一也，太田 明，川人 智久，江川 善康．総肺静脈環流異常症修復術後に奇静脈

に還流する新たな垂直静脈を認めた 1 例

第 51 回日本小児腎臓病学会学術集会（平成 28 年 7 月 7-9 日　名古屋市） 

近藤 秀治，庄野 健太，永井 隆．学校検尿にて発見された超低出生体重児に関連したと考えられる巣状分節性糸球体硬

化症の 1 例

漆原 真樹，木下 ゆき子，近藤 秀治，永井 隆，藤岡 啓介，香美 祥二．ラット半月体形成性腎炎モデルにおける ( プロ )

レニン受容体を介した病態機序と直接レニン阻害薬による治療効果

第 47 回日本看護協会 - 急性期看護 - 学術集会（平成 28 年 7 月 15-16 日　宜野湾市）
喜田 弥生，中西 真望，上窪 かおり，大西 和代，小笠原 あゆみ，山田 隆子．急性期脳卒中患者対象の半固形化栄養剤を

使用した経管栄養メニューの作成

第 52 回日本周産期・新生児学会学術集会（平成 28 年 7 月 16-18 日　富山市） 

久保井 徹，新居 広一郎，宮城 恵，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，小林 鐘子，太田 明．グリーンとブルー

LED による光療法の比較検討　第 1 報：3 分画放射照度計による基礎的検討

久保井 徹，新居 広一郎，宮城 恵，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，小林 鐘子，太田 明．グリーンとブルー

LED による光療法の比較検討　第 2 報：臨床効果の検討

近藤 朱音，村上 雅博，森根 幹生，前田 和寿．周産期管理における Profile of mood states(POMS) の活用に関する検討

新居 広一郎，宮城 恵，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，小林 鐘子，太田 明，久保井 徹．胎児期に滑脳症を

疑われたピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症の 1 女児例
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天雲 千晶，花岡 有為子，森根 幹生，前田 和寿，秦 利之．出生前に超音波検査で血管腫を強く疑った胎児腹部腫瘤の一

例

第 8 回 日本子ども虐待医学会学術集会 ～もう一度原点に戻って～（平成 28 年 7 月 23-24 日　福岡市） 

横井 広道，木下 あゆみ，須井 修，福田 育美，白井 澄．虐待による肋骨骨折の診断におけるＣＴ検査の有用性

木下 あゆみ，福田 育美，横井 広道．多機関連携チーム（ＭＤ T）で取り組んだ２症例

福田 育美，齋藤 絵梨，西川 真理子，木下 あゆみ．子どもの虐待の他機関連携における「虐待認定」の後方視的検討 

第 26 回日本小児看護学会学術集会（平成 28 年 7 月 23-24 日　別府市） 

曽根 香織，亀井 真紀，福家 ひとみ，青野 宏美，宮武 沙織， 井上 静子．先天性心疾患により学童期まで長期入院してい

た子どもの母親の体験

鈴木 真実，三谷 靖代，関 千尋．外来で食物負荷試験を受ける子供の親のニーズに関する実態調査

第 17 回日本検査血液学会学術集会（平成 28 年 8 月 6-7 日　福岡市） 

永田 啓代，藤井 亜希子，重本 洋二，岩井 艶子，岩井 朝幸．MLL 遺伝子再構成陰性かつ CD10 陰性の Congenital acute 

lymphoblastic leukemia の 1 例

第 21 回徳島形成外科集談会（平成 28 年 8 月 14 日　徳島市） 

佐々木 健介，大和 良輔，高津 州男，松尾 伸二．歯ブラシの刺入による頬脂肪体ヘルニアの 1 例

第 28 回徳大脊椎外科カンファレンス（平成 28 年 8 月 14 日　徳島市）
玉置 俊輔，木村 哲也，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春，芝 啓一郎．脊髄損傷における Nerve growth factor の誘導、発

現 -Interleukin-6 の関与 -

玉置 俊輔，木村 哲也，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春．当科における脊椎前方アプローチ

第 26 回 日本外来小児科学会年次集会（平成 28 年 8 月 27-28 日　高松市）
福田 育美．チームで取り組む虐待対応 ～気付いて寄り添って・つなげよう～

木下 あゆみ，福田 育美，白井 澄．ワークショップ「チームで取り組む虐待対応　～気付いて・寄り添って・つなげよう～」

第 21 回四国脳神経外科カンファレンス（平成 28 年 8 月 28 日　神戸市）
亘 雄也．当院における頭蓋骨早期癒合症に対する骨延長術

第 30 回中国四国脳腫瘍研究会（平成 28 年 9 月 2 日　広島市） 

亘 雄也．てんかんの経過観察中に脳腫瘍を発症した 1 例

第 12 回中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会（平成 28 年 9 月 3 日　米子市） 

髙﨑 麗華，細谷 ゆかり，市川 真理子，橋本 笑子，加藤 かすみ．模擬患者（SP）参加型学習の効果 －クラスカンファ

レンス後の学びの分析－
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久保田 藍，豊田 祐実，宮田 春香，細川 早代，藤本 縁，小笠原 あゆみ．PICU の臀部スキントラブルの発生要因を明ら

かにする

平井 理絵，川原 光佐希，岩田 千恵，栁原 育子．アロマテラピーを用いたストレス緩和への効果 ～ MFICU に入院中の

妊婦に芳香浴を実施して～

中村 環奈，山口 夕貴，西村 章宏，大東 千晶，小山 仁一，西前 真里．人工呼吸器装着患者へのリハビリテーションに対

する看護師の意識の変化 ～リハビリテーションプログラムを導入して～

迫田 睦美，白川 知子，関 千尋，山口 美和子，加納 順子．外来で初回に化学療法を受ける患者の思い

上濱 巴香，森 美紀，尾﨑 正吾，横井 由枝，白川 由紀，小西 裕美．高齢者のオムツかぶれ予防に対する撥水性スキンク

リームの効果

第 65 回日本医学検査学会（平成 28 年 9 月 3-4 日　神戸市） 

西村 恵子，宮内 浩希．百日咳と診断された 31 症例の臨床細菌学的検討

永田 啓代，藤井 亜希子，重本 洋二．極低出生体重児におけるハインツ小体を伴った一過性溶血性貧血症例について

第 133 回西讃小児科医会（平成 28 年 9 月 8 日　善通寺市） 

井川 雅崇，江口 啓意，横山 明人，岡田 隆文，岩井 艶子，岩井 朝幸，横田 一郎，近藤 秀治．大量胸水貯留とネフロー

ゼ症候群を呈したループス腎炎の 1 例

第 34 回日本小児心身医学会学術集会 ( 平成 28 年 9 月 9-11 日　長崎市 ) 
牛田 美幸．子どもの攻撃性を主訴に受診した親への集団心理療法の効果

第 44 回日本磁気共鳴医学大会（平成 28 年 9 月 9-11 日　さいたま市）
山口 雄作，兒島 雄志，吉永 哲哉．Magnetic resonance image reconstruction for non-Cartesian sampling schemes using nonlinear 

differential equation （非線形微分方程式を用いた非デカルト・サンプリングのための磁気共鳴画像再構成）

石川 和希．Signal-to-noise ratio measurement using the identical region of interest method by trend correction （トレンド補正を用

いた同一関心領域法による Signal to noise ratio 測定の検討） 

塚 本 一 真， 香 川 福 宏， 山 口 雄 作．Effect of three-dimensional fast spin-echo method imaging parameters using variable 

refocusing flip angle on T1-weighted image contrast （Variable refocusing flip angle を用いた 3D FSE 法の撮像パラメータが T1

強調画像コントラストに与える影響） 

第 53 回日本麻酔術学会中国・四国支部学術集会（平成 28 年 9 月 10 日　岡山市） 

小林 良子，甲藤 貴子，藤本 理子，中川 真希，山田 暁大，多田 文彦．プロポフォールを使用した鎮静により全身痙攣を

起こした小児の一例

第 4 回国臨協中国四国支部学会 （平成 28 年 9 月 10-11 日　高松市） 

正木 里奈，平岡 希実子，有江 啓二，藤原 大也，中川 智博，上村 直也．酵素法（不規則抗体スクリーニング）のみ陽性

時の再検方法について
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永田 啓代，藤井 亜希子，篠原 ゆかり，有江 啓二，岩井 朝幸．CS2000i を用いたナノピア SF（可溶性フィブリン）の運

用について

佐伯 由美，森 久美子，宮崎 優美，木花 早智，横下 佐矢加，川村 道代，吉本 和子，真鍋 ひでみ，有江 啓二，永井 盛博，

遠藤 彰一．治療効果の判定に脳波が有用であった小児急性脳症の一例

第 75 回香川県整形外科集談会（平成 28 年 9 月 10 日　高松市） 

木村 哲也，玉置 俊輔，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春．当科における TES とその問題点

玉置 俊輔，木村 哲也，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春．Opening wedge HTO 後の DVT 発生頻度

玉置 俊輔，木村 哲也，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春．再置換術を要した人工膝関節周囲骨折

第 72 回中国・四国形成外科学会学術集会（平成 28 年 9 月 11 日　松江市） 

佐々木 健介，大和 良輔，高津 州男，松尾 伸二．歯ブラシの刺入による頬脂肪体ヘルニアの 1 例

第 47 回日本看護学会 - 精神看護 - 学術集会（平成 28 年 9 月 15-16 日　青森市） 

佐寄 友美，尾﨑 真里，湯谷 美枝子，五百森 純子，白川 規子．家庭内暴力が要因で入院となった子どもの母親の心理的

変化

第 42 回日本重症心身障害学会学術集会（平成 28 年 9 月 16-17 日　札幌市）
大矢根 砂英子，沖野 めぐみ，吉井 香奈恵，渡邊 泰代．長期療養中の重症心身障害児（者）を療育する家族の抱く思い

夫 敬憲．空気嚥下症に対してボトックス療法が有効だった症例

第 26 回日本医療薬学会（平成 28 年 9 月 17-19 日　京都市）　 

中山 幹子．スプリングキャンプに参加した１型糖尿病患児の変化と今後の課題

山下 和宏，水野 翔童，仙波 靖士，林 武文．小児のオピオイド初回導入でフェンタニル貼付剤が使用された２症例

第 48 回日本臨床検査自動化学会大会（平成 28 年 9 月 22-24 日　横浜市） 

永田 啓代，有江 啓二．臍帯血と児血でカリウム（K）値が乖離した症例について

平成 28 年度中四国グループ臨床工学技士協議会学術集会（平成 28 年 9 月 24 日　松江市）
横山 雄一 ．小児人工心肺中に人工肺のガス交換能低下に対し人工肺を追加した 1 例

第 69 回中国四国産科婦人科学会（ 平成 28 年 9 月 24 日 -25 日　高松市） 

前田 和寿．経腟急速遂娩術 / 吸引分娩・鉗子分娩の実際

中奥 大地，山崎 幹雄，近藤 朱音，森根 幹生，檜尾 健二，前田 和寿．当院における子宮内容清掃術について　手動吸引

器 (MVA:manual vacuum aspiration) の使用経験

山本 由理，桑原 章，岩佐 武，檜尾 健二，苛原 稔．凍結融解胚移植後の妊娠初期における血中プロゲステロン濃度の検

討
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第 47 回日本看護学会 - 看護管理 - 学術集会（平成 28 年 9 月 27-28 日　金沢市）
三宅 康子，山﨑 幸代，福島 和代，大矢根 砂英子，白井 澄．中途採用看護師の入職後 6 ヶ月間の職業性ストレスの変化

第 127 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会（平成 28 年 9 月 30 日 -10 月 1 日　松本市） 

木村 哲也，玉置 俊輔，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春．ロッキングプレート併用による Opening wedge HTO（OWHTO）

の中期成績

佐々 貴啓，玉置 俊輔，木村 哲也，井上 智人，藤内 武春．内側開大式高位脛骨骨切り術（OWHTO）後の遅発性深部感

染に対する軟部組織再建

第 15 回新生児黄疸管理研究会（平成 28 年 10 月 1 日　東京都） 

久保井 徹，有岡 誠，宮城 恵，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，太田 明．新生児高ビリルビン血症に対するグリー

ン LED 光療法での臨床効果 第 1 報：ブルー LED との RCT による血清総ビリルビン値の評価について

久保井 徹，有岡 誠，宮城 恵，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，太田 明．効果的な光療法とは？  第 2 報：着

衣のままでの光療法は可能か？

第 229 回高知県眼科集談会（平成 28 年 10 月 1 日　高知市） 

石丸 真弓．「女性医師総活躍」に向けての男女共同参画推進活動とは ～ 勤務医の立場から～

第 55 回日本小児外科学会中国四国地方会（平成 28 年 10 月 1 日　広島市） 

浅井 武，岩村 喜信，新居 章，浅井 芳江，久保井 徹．超低出生体重児の胎便関連性イレウスに対する造影剤注入療法の

検討

浅井 芳江，岩村 喜信，新居 章，浅井 武，久保井 徹．胎児期に内ヘルニアを発症したと考えられる超低出生体重児の

1 例

第 36 回日本川崎病学会学術集会（平成 28 年 10 月 1 日　横浜市）
大西 達也，福留 啓祐．グロブリン療法およびステロイドパルス療法無効の川崎病に対し Infliximab が奏効した 2 例

第 23 回日本遺伝子診療学会（平成 28 年 10 月 6-8 日　東京都）
森谷 眞紀，松本 真里，渡部 有加，横田 一郎．日本人 MODY 症例における単一遺伝子変異の検討

松本 真里，久保井 徹，玉城 渉，三好 達也，渡部 有加，森谷 眞紀，横田 一郎．高インスリン血性低血糖症 3 症例の遺

伝学的解析

渡部 有加，松本 真里，三好 達也，岩井 艶子， 新居 章，岩村 喜信，森谷 眞紀，横田  一郎．TP53 変異を認め家族性腫瘍

が疑われる副腎皮質癌男児例における遺伝学的解析

第 173 回香川内科医会血液部会（平成 28 年 10 月 7 日　高松市）
井川 雅崇，岩井 艶子，林 亨，石原 慎一，岩井 朝幸．L-asp による膵炎後の膵仮性嚢胞に超音波内視鏡ドレナージが有

用であった ALL の 1 例
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第 50 回日本てんかん学会学術集会（平成 28 年 10 月 7-9 日　静岡市）
藤原 由美，桐野 友子，藤井 朋洋，永井 盛博，遠藤 彰一．ペランパネルが有効であった前頭葉てんかんの 1 例

第 26 回　日本超音波医学会　四国地方会学術集会（平成 28 年 10 月 8 日　東温市）
吉本和子，川村道代，真鍋ひでみ，木花早智，有江啓二，中村宗夫，林 亨，田淵 寛，須井 修．造影超音波を施行した

内部壊死を伴う脾原発悪性リンパ腫の一例

第 42 回日本体外循環技術医学会（平成 28 年 10 月 22-23 日　東京都）
久原 幸典，松永 健汰，久保田 博隆，三好 知彦，中矢 亮，横山 雄一，白川 憲之．乳児及び小児人工心肺中における

NIRS モニターの頭部以外での有用性

第 49 回　中国・四国整形外科学会（平成 28 年 10 月 22-23 日　徳島市）
佐々 貴啓，玉置 俊輔，木村 哲也，井上 智人，藤内 武春．高度内反変形膝に対する脛骨顆外反骨切り術 (TCVO) の治療

成績

木村 哲也，玉置 俊輔，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春，芝 啓一郎．脊髄損傷における Nerve growth factor の誘導、発

現 -Interleukin-6 の関与 -

木村 哲也，玉置 俊輔，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春，西良 浩一．距骨骨折術後の無腐性壊死 - 骨癒合後も免荷は必

要  か -

玉置 俊輔，木村 哲也，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春，西良 浩一．OK‐432 による滑液包炎の治療の有効性とその治

癒機構

玉置 俊輔，木村 哲也，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春，西良 浩一．仙骨巨大脊索腫に対して仙骨全摘出を行った一例

- 術後合併症対策 -

第 57 回日本児童青年精神医学会総会 ( 平成 28 年 10 月 27-29 日　岡山市 ) 

牛田 美幸．子どものこころの問題に対する親への心理療法の可能性

第 68 回中国四国小児科学会（平成 28 年 10 月 29-30 日　高松市） 

岩村 喜信，新居 章，浅井 武，浅井 芳江．当科で経験した小児外傷入院症例について

新居 章，岩村 喜信，浅井 武，浅井 芳江．精索静脈瘤に対するリンパ管温存腹腔鏡下 Palomo 法の検討

岡田 隆文，西村 恵子，浅井 芳江，浅井 武，新居 章，岩村 喜信，井川 雅崇，奥 貴幸，横山 明人，藤井 朋洋，大西 昭雄，

福留 啓介，中村 直子，藤原 由美，永井 盛博，三好 達也，小林 鐘子，桐野 友子，遠藤 彰一，岩井 艶子，太田 明，岩井 朝幸，

近藤 秀治．Extended-spectrum β-lactamase 産生大腸菌による小児上部尿路感染症の初期治療抗菌薬と 臨床効果について

平場 一美，伊藤 利幸，岡本 尚子，木下 あゆみ，小林 光郎，島内 泰宏，竹廣 敏史，西庄 佐恵，細田 禎三，矢野 一郎，

山本 真由美，渡辺 俊之，太田 展生，西川 清．日本一小さな県での「食物アレルギー対策」０からの取り組み

定村 孝明，有岡 誠，宮城 恵，山戸 聡史，神内 済，中野 彰子，久保井 徹，太田 明．急性期離脱後に Heinz 小体を伴う

溶血性貧血を呈した超低出生体重児の 1 例
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井川 雅崇，江口 啓意，横山 明人，岡田 隆文，岩井 艶子，岩井 朝幸，横田 一郎，近藤 秀治．Multi target 治療が奏功し

た治療抵抗性ループス腎炎の１例

平成 28 年度国立病院療養所中国放射線技師総会・学術大会（平成 28 年 10 月 29 日　東広島市） 

塚本 一真．Efffect of sampling perfection with application optimized contrast using different flip angle evolution on T1-weighted 

image contrast

第 70 回日本臨床眼科学会（平成 28 年 11 月 3 － 6 日　京都市）  

石丸 真弓，永井 盛博，小木曽 正博．片眼性に脈絡膜小窩を認めた Aicardi 症候群の一例

第 61 回日本生殖医学会学術集会（平成 28 年 11 月 3-4 日　横浜市） 

山本 由理，桑原 章，矢野 祐也，岩佐 武，檜尾 健二，苛原 稔．TESE-ICSI における凍結精子と新鮮精子の検討

平成 28 年度香川県医学会（平成 28 年 11 月 3 日　高松市） 

露木 和彬，林 亨，中村 宗男，安田 浩章，須井 修，滝本 秀隆．打ち抜き様食道潰瘍を呈した MTX 関連リンパ増殖性疾

患の 1 例

第 12 回四国小児循環器病研究会（平成 28 年 11 月 5 日　高知市） 

川人 智久，江川 善康，福留 啓祐，大西 達也，宮城 雄一，寺田 一也，太田 明．垂直静脈 (VV) を温存した TAPVR repair

後に著明な肝阻血を来した asplenia、単心室、TAPVR(III) の 1 例 

第 134 回西讃小児科医会（平成 28 年 11 月 10 日　宇多津町） 

有岡 誠，宮城 恵，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，久保井 徹，太田 明．在宅に移行し得た 18 トリソミーの

2 例

横山 明人，岡田 隆文，井川 雅崇，奥 貴幸，藤井 朋洋，大西 昭雄，福留 啓祐，藤原 由美，永井 盛博，三好 達也，小林 鐘子，

桐野 友子，遠藤 彰一，岩井 艶子，太田 明，岩井 朝幸，近藤 秀治．当院で経験したヒトパレコウィルス感染症の入院例

第 43 回日本小児臨床薬理学会学術集会（平成 28 年 11 月 11-12 日　東京都） 

中山 幹子，松浦 優里，佐野 良輔，杉 理江，仙波 靖士，林 武文，久保井 徹．ケイツーシロップの適正使用に関する実

態調査

佐野 良輔，松浦 優里，中山 幹子，杉 理江，仙波 靖士，林 武文．当院 NICU 病棟における未熟児無呼吸発作に対する無

水カフェインの安全性の検討

第 70 回　国立病院総合医学会（平成 28 年 11 月 11-12 日　宜野湾市） 

岡村 暢大，今田 久美子，小島 義裕，仁木 敏之，竹谷 善雄．Filtrap を用いた 5 フレンチ PCI でステントデリバリーバルー

ンがスタックしたが，bail out に成功した一症例

仁木 敏之，今田 久美子，小島 義裕，岡村 暢大，竹谷 善雄．当院で経験した左室緻密化障害の 2 例

今田 久美子，小島 義裕，仁木 敏之，岡村 暢大，竹谷 善雄．胸痛で受診した左房粘液腫の２症例

甲藤 和伸，横田 欣也，湯浅 明人．生検前 MRI が有効であった BPH を伴う前立腺癌の 1 例
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井上 智人．人工膝関節置換術後の大腿骨顆上骨折の治療経験

新居 章，岩村 喜信，浅井 武，浅井 芳江．頚部リンパ管腫に対して越婢加朮湯が有効であった 2 例

寺田 一也．小児における前頭葉局所混合血酸素飽和度（脳 rSO2）の有用性

大西 達也，寺田 一也，奥 貴幸，福留 啓祐，宮城 雄一，太田 明．閉鎖術不能と考えられた動脈管開存症に対して treat 

and repair を施行しえた 1 例

福留 啓祐，大西 達也，宮城 雄一，寺田 一也，太田 明，川人 智久，江川 善康．気管支炎を契機に発見された右肺動脈

欠損症の 1 例

桐野 友子，藤井 朋洋，藤原 由美，永井 盛博，遠藤 彰一．結節性硬化症の１例

永井 盛博，桐野 友子，藤原 由美，藤井 朋洋，遠藤 彰一．典型的な経過をたどった PCDH19 関連てんかんの 1 女児例

藤原 由美，桐野 友子，藤井 朋洋，永井 盛博，遠藤 彰一．上衣下巨細胞性星細胞腫に対し、エベロリムスを使用した

1 例

藤井 朋洋．門脈体循環シャントにより高アンモニア血症を来した重症心身障碍者の一例

中奥 大地．当院での子宮内容清掃術について - 手動吸引器 (MVA:manual vacuum aspiration) の使用経験 -

三好 達也，永井 盛博，桐野 友子，横田 一郎．インフルエンザ罹患時の副腎不全を契機に診断した 副腎白質ジストロフィー

の 3 歳男児

益 岡 壮 太， 近 藤 秀 治， 岡 田 隆 文， 横 山 明 人， 岩 井 艶 子， 岩 井 朝 幸， 横 田 一 郎．A case of lupus anticoagulant 

hypoprothrombinemia syndrome with epistaxis as an initial symptom

中川 義章，入佐 薫，村上 幸次，中川 義信．中期目標期間第一期・第二期における各病院の経営状況の変遷

松原 始郎，地藤 真弓，中川 義章．当院の仮想化技術を使った取り組み

地藤 真弓，中川 義章，松原 始郎．当院の Windows10 化への取り組み

石崎 里江，地藤 真弓，松原 始郎，中川 義章，中川 義信．電子化された診療情報出力に関するプロセス管理

森 香保里．国際的な医療人の育成　- 医療の外の世界からの視点 -

森 合音，中川 義信，中川 義章．アートを窓口にしたドネーションの可能性

横峰 圭，鈴木 大輔，大貫 雅登，山口 雄作，木戸 泰治，小倉 裕樹．NEMA IEC ボディファントムを用いた画像分解能の

評価と検討
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中空 茉莉萌，赤木 美保，木戸 泰治，小倉 裕樹．当院における乳がん検診の受診状況調査

杉 理江，山本 秀紀，仙波 靖士，林 武文．酸化マグネシウム服用中の重症心身傷害児（者）における血清マグネシウム

について

豊福 泰代，佐々木 みずえ，仙波 靖士，林 武文，琢磨 律儀．モンテカルロシミュレーション法による MEPM を長期投

与した患者についての検討

松尾 亜希子．脳神経外科病棟に入院した患者の退院支援について ～退院支援フローチャート導入の検討～

岸本 美子．健康出前講演の講師の思い

吉 川 明 美， 藤 川 幸 子， 加 藤 か す み， 安 藤 恵 子． 看 護 師 養 成 所 3 年 課 程 2 年 次 の 小 児 看 護 学 実 習 に お け る 

看護学生の体験と学びの実態

成瀬 美恵，三浦 美和子，安藤 恵子，橋本 笑子，池田 宏子，石原 尚美．看護学生の心理的バイタルサイン（PVS）の

上限値・下限値の設定と自己評価システムの構築に関する他施設共同研究の概要

宮内 沙樹，香西 寛子，三宅 康子，齊藤 三江子，黒瀬 水紀．循環器病・脳卒中センターで勤務する看護師の倫理的問題

に対しての意識

河井 真輝，大濵 望，山田 祥世，田中 綾歌，安藤 千恵，出下 仁美，新居 由美子，森 智美．入院中の子どもに付き添う

母親への支援シートの作成 ～母親への支援の充実を目指して～

西岡 真斗香，久松 菜穂子，小松 里香，福島 和代，橋本 数江．尿臭の強い患者への臭いの軽減と身体変化への取り組み

福島 和代，大矢根 砂英子，白井 澄，三宅 康子，山﨑 幸代．既卒採用者・中途採用者・配置換え看護師へのフォローアッ

プ研修を実施して

中江 咲，大井 真由美，香川 亮子，安藤 明子．GCU に直接授乳に訪れる母親の生活環境調査

井上 しの，中川 義章．開園 10 年を迎えた多機能型事業所「在宅通園おひさま」の支援のあり方

山崎 真紀，大森 真梨菜，加藤 望美，兼近 みどり．学童期に適した術前看護の検討 ～手術室見学ツアー導入の効果～

西田 暁紀子，井原 裕美，三日月 正子，黒川 レナ，片岡 眞喜代．早期からの褥瘡予防に対する看護師の認識

山崎 幸代，森 敏子，岡田 隆文，岩井 朝幸．職員対象ワクチン接種について

國方 あゆみ，北村 美樹，西森 彩香，森近 真由美，木村 恵子．卒後 2 ～ 5 年目看護師のストレスと自己抵抗感と関連

中平 千代，篠原 律子，宮﨑 惠子，上原 由見子，田所 美代子．入院している重症心身障害者家族の意志決定要因

豊田 紗穂，齊藤 博之，矢野 沙也加，小林 雅也，山下 志乃，隅田 美紀．急性期病棟において抑制をそている患者の抑制

に対する家族の思い ～抑制実施時の説明手順作成のため示唆を得る～
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山口 亜里紗．強度行動障害患者の身体抑制に対する看護師の思い

谷澤 愛，向井 早苗，松下 靖子，大平 志津，下田代 智恵．卒後 3 年目看護師がとらえる看護倫理問題

白井 澄，西川 真理子，福田 育美，齋藤 絵梨，木下 あゆみ．A 病院における育児支援対策チームの取り組み

大矢根 砂英子，白川 由紀，白川 由美子，西山 直子，香川 秀子，岡 千穂，中土井 芳弘．身体拘束現象に向けたチーム

活動の報告

続木 明希子，石井 達也，平川 崇，松尾 剛，久保井 徹，井上 智人．運動発達遅滞児と早産・低出生体重児の関連性

乃村 道大，佐藤純一，松尾 剛，井上 智人．リハビリテーション総合実施計画書に関する業務改善について

髙木 威一郎，實原 さき，綾田 永治，槙山 智栄，桑山 一行，松尾 剛，井上 智人．右利き交叉性失語により書字，計算

面中心に障害が残存した一例

小椋 昌美，乃村 道大，小林 理英，松尾 剛，井上 智人，桑山 一行．脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血患者の在宅復帰に

関わる因子の検討

松尾 剛，榊原 秀樹，重松 研二，西岡 巧，大谷 伸次，金森 勝徳，中川 義信．言語聴覚士募集に対する中国四国グルー

プ一括採用について

佐藤 純一，小林 理英，松尾 剛，井上 智人．365 日リハビリテーションにおける休日のクリニカルパス進捗状況および

副次的効果について

石井 達也，松尾 剛，岡 千穂，香川 秀子．当院にて作成した改訂アセスメントシート誤入力の調査報告

増田 英和．踵骨骨折仲井間法に対する理学療法について

岡野 恭子，有吉 博史，中山 あき，吉田 勝美．自傷行為のある重症心身障害者への代替コミュニケーション習得の試み

加藤 智美，他療育指導室スタッフ，小西 みどり，吉田 勝美，森 合音，佐々木 智也，吉岡 純希．プロジェクションマッ

ピングを取り入れた療育活動を実施して　第 2 報

早川 美保，橋本 龍幸，西原 由姫，石井 睦美，高橋 正夫，芝 利信，小割 文夫，竹森 健二，築澤 謙太郎，中本 潔那，療

育指導室スタッフ．クッキングパーティーを実施して ～管理栄養室との協働～

平岡 希実子，正木 里奈，有江 啓二，吉田 誉．直接抗グロブリン試験陽性で抗 JMH が検出された一例

木花 早智，川村 道代，吉本 和子，真鍋 ひでみ，宮崎 晋一郎，竹谷 善雄，岡村 暢大，仁木 敏之，川端 豊，小島 義裕．

Calcified amorphous tumor の一例

西村 恵子，有江 啓二，岡田 隆文．百日咳と診断された 34 症例の臨床細菌学的検討
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永田 啓代，藤井 亜希子，篠原 ゆかり，有江 啓二，久保井 徹．自動血球計数装置 XE-5000 のキャピラリモードは採血量

確保の困難な児の血算に有用である

中矢 亮．左室ペーシングによって dyssynchrony が改善した先天性完全房室ブロックの 1 例

久原 幸典．小児人工心肺中に人工肺のガス交換能低下を認め人工肺を追加した 1 例

松永 健汰．完全大血管転位症手術後遠隔期に心室細動から蘇生し、ICD 植込みを施行した 1 例

石井 睦美，中本 潔那，西原 由姫，橋本 龍幸，中奥 大地，山崎 幹雄，近藤 朱音，森根 幹生，檜尾 健二，前田 和寿．

妊婦の食習慣からみた貧血改善の効果

中本 潔那，白田 好明，石井 睦美，西原 由姫，橋本 龍幸，鈴木 真実，木下 あゆみ．小児食物アレルギー教室の現状に

ついて

岡村 修平．棚卸方法改善の取組について ～適切な資産計上と業務の効率化にむけて～

松生 理．実診療額と収益額の検証方法の改善と検証業務の効率化

太田 満喜．記載の質向上を目指して －入院診療計画書記載ガイドの作成－

詫間 由岐．「DIC：播種性血管内凝固症候群」を最大病名とする DPC 請求を行うための取り組み

第 28 回香川県外科医会　日本臨床外科学会香川県支部会（平成 28 年 11 月 12 日　高松市） 

兼松 美幸，湊 拓也，田渕 寛，吉田 冲，梶川 愛一郎．PS 不良な難治性気胸に対する治療方法

第 116 回日本小児精神神経学会 ( 平成 28 年 11 月 12-13 日　宇部市 ) 

牛田 美幸．母親に「やり直し」をさせる 2 幼児例

第 107 回 日本循環器学会 四国地方会（平成 28 年 11 月 14 日　高知市） 

岡村 暢大，吉田 誉，下江 安司，川端 豊，小島 義裕，仁木 敏之，竹谷 善雄．手術後レイノー症状の劇的な改善をみた

胸痛発症の巨大左房粘液腫の一例

第 34 回日本こども病院神経外科医会（平成 28 年 11 月 15-16 日　札幌市）
谷口 秀和．治療法に難渋している小脳上衣腫の１例

第 50 回日本小児内分泌学会学術集会（平成 28 年 11 月 16-17 日　東京都） 

三好 達也，永井 盛博，桐野 友子，下澤 伸行，横田 一郎．急性副腎不全，急性脳症を契機に診断した副腎白質ジストロ

フィーの 3 歳男児

第 23 回日本神経内視鏡学会（平成 28 年 11 月 17-18 日　東京都）
谷口 秀和．内視鏡下に摘出した放射線治療後海綿状血管腫の 1 例
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第 44 回日本救急医学会総会・学術集会（平成 28 年 11 月 17-19 日　東京都） 

高野 信二，安田 理．Corynebacterium durum による肺炎の 1 例

第 26 回臨床内分泌代謝 Update（平成 28 年 11 月 18 日 -19 日　大宮市 ）
Kondo A，Shibata M，Murakami M，Morine M，Hinokio K，Akiyama T，Maeda K．原発無月経の精査にて X- 常染色体均

衡型転座を認めた一例

第 33 回 日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（平成 28 年 11 月 18-19 日　岡山市）
安日 一郎，山下 洋，野見山 亮，久保 紀夫，小川 昌宣，大藏 尚文，川上 浩介，林 公一，水之江 知哉，兒玉 尚志，多田 克彦，

前田 和寿，前田 眞，前川 有香，住友 理浩．妊娠糖尿病褥婦の産褥早期のインスリン感受性に及ぼす母乳哺育の効果

第 48 回日本小児感染症学会総会・学術集会（平成 28 年 11 月 19-20 日　岡山市）
益岡 壮太，岡田 隆文，西村 恵子．黄色ブドウ球菌による急性化膿性耳下腺炎の新生児と乳児例

岡田 隆文，西村 恵子．小児の有熱性尿路感染症における原因菌と白血球尿との関連性

一般社団法人日本子ども虐待医学会（平成 28 年 11 月 19-20 日　東京） 

木下 あゆみ．虐待啓発プログラム BEAMS　Stage3

第 68 回日本皮膚科学会西部支部学術大会（平成 28 年 11 月 19-20 日　米子市）
水谷 友哉，福留 啓祐，岩井 朝幸．Stevens-Johnson 症候群の乳児例

第 32 回日本脳神経血管内治療学術総会（平成 28 年 11 月 24-26 日　神戸市） 

松田 拓．parodi 法による頭蓋内内頚動脈狭窄症に対するステント留置術の安全性の検討

第 22 回 日本子ども虐待防止学会学術集会おおさか大会（平成 28 年 11 月 25-26 日　大阪市） 

横井 広道，木下 あゆみ，福田 育美，白井 澄．不適切な養育環境が示唆された小児大腿骨骨折の 4 例

第 13 回国際頭蓋内ステント学会（平成 28 年 11 月 26-27 日　神戸市）
松田 拓．Endovascular treatment of intracranial atherosclerotic carotid artery stenosis with stenting

第 33 回中国四国小児腎臓病学会（平成 28 年 11 月 26 日　高松市）
浅井 武，岩村 喜信，新居 章，浅井 芳江．膀胱尿管逆流における腎内逆流と DMSA シンチグラムの関係について

第 49 回日本臨床衛生検査技師会　中四国支部医学検査学会（平成 28 年 11 月 26-27 日　高知市）
平岡 希実子，正木 里奈，有江 啓二．部分凝集が見られる新生児の血液型判定について

川村 道代，真鍋 ひでみ，吉本 和子，木花 早智，有江 啓二．フォンタン手術後患者における肝合併症評価　shear wave 

elastography

永田 啓代，篠原 ゆかり，有江 啓二．トライエージ DOA で TCA 偽陽性となった悪性症候群の小児例

永田 啓代，藤井 亜希子，有江 啓二．出生時の有核赤血球数（nRBCs）について
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正木 里奈，平岡 希実子，有江 啓二．RhD 陰性の初妊婦が抗 Jra を保有した症例

藤井 亜希子，永田 啓代，有江 啓二．川崎病を契機に発見された先天性第 Ⅺ 因子欠乏症

西村 恵子，宮崎 朱美，有江 啓二．皮膚科材料より分離された黒色真菌の 4 例

第 61 回日本新生児成育医学会（平成 28 年 12 月 1-3 日　大阪市） 

久保井 徹，有岡 誠，宮城 恵，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，太田 明．新生児高ビリルビン血症に対するグリー

ン LED による光療法の有効性の検討 第 1 報：RCT による血清総ビリルビン値の評価について

山戸 聡史，有岡 誠，宮城 恵，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，久保井 徹，太田 明．出生時より特異的な不随意運動を

呈した Costello 症候群の 1 例

宮城 恵，有岡 誠，山戸 聡史，定村 孝明，神内 済，中野 彰子，久保井 徹，太田 明．9 番染色体長腕の微細欠失により

多発奇形と太田原症候群を伴った 1 男児例

第 27 回日本小児整形外科学会（平成 28 年 12 月 2 日　仙台市） 

横井 広道．虐待による肋骨骨折の診断における CT 検査の有用性

横井 広道．小児肘内障における関節水腫像の超音波画像

第 6 回中四国臨床工学会（平成 28 年 12 月 3-4 日　高知市） 

中矢 亮，松永 健汰，久保田 博隆，三好 知彦，久原 幸典，横山 雄一，白川 憲之．左室ペーシングによって dyssynchrony

の改善に至った先天性完全房室ブロックを羅漢した患児の 1 例

三好 知彦，土岐 和幹，松永 健汰，久保田 博隆，久原 幸典，中矢 亮，横山 雄一，白川 憲之，岡村 暢大．心房内転換術

後遠隔期に心室細動から蘇生し、ICD 植込みを施行した 1 例

第 82 回日本脳神経外科学会　中国四国支部学術集会（平成 28 年 12 月 3 日　出雲市）
松田 拓．ワルファリン拮抗後の硬膜外自家血注入療法が奏功した低髄液圧症候群の一例

日本新生児看護学会（平成 28 年 12 月 3 日　大阪市）
牧野 有里．NICU で 35 週未満の子どもに実施されているファミリーケアの実態と母親の意識調査

第 109 回 日本循環器学会 四国地方会（平成 28 年 12 月 3 日　松山市） 

今田 久美子，小島 義裕，仁木 敏之，岡村 暢大，竹谷 善雄．Budd-Chiari 症候群に合併した下大静脈血栓症の一例

第 146 回日本皮膚科学会徳島地方会（平成 28 年 12 月 3 日　徳島市）
水谷 友哉，仁木 真理子，西村 恵子．Exophiala oligosperma による黒色菌糸症の 1 例

徳島大学神経精神医学教室同門会（平成 28 年 12 月 3 日　徳島市） 

中土井 芳弘．当院における児童精神科医療と課題
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第 78 回徳島眼科集談会（平成 28 年 12 月 11 日　徳島市）
石丸 真弓，小木曽 正博．上下斜視に対する下斜筋前転術の検討

平成 27 年度第 1 回 JCCG（JPLSG）全体会議（平成 28 年 12 月 15-17 日　東京）
大園 秀一，石田 也寸志，清谷 知賀子，岩井 艶子，前田 美穂．改訂版長期フォローアップ手帳の使用に関する全国調査

第 2 回日本産科婦人科遺伝診療学会（平成 28 年 12 月 16-17 日　京都市）
前田 和寿，中奥 大地，山崎 幹雄，森根 幹生，檜尾 健二，射場 智美，南原 しずえ，森 香保里，深野 智佳，近藤 朱音．

超音波診断をどこまで伝えるか Binder 症候群が疑われた一例

曽根 美智子，岩井 艶子．46,X,idic(Y)(p11.3) 女性に対してカウンセリングに苦慮した 1 例

第 14 回国立病院看護研究学会（平成 28 年 12 月 17 日　熊本市）
細谷 ゆかり，粟井 京子，吉川 明美．防災訓練による看護学生の防災意識と学習効果

第 54 回中国四国地区国立病院薬学研究会（平成 28 年 12 月 17 日　福山市） 

松浦 優里，加藤 貴之，仙波 靖士，林 武文．脂肪乳剤によるワーファリンの作用への影響

佐野 良輔，松浦 優里，中山 幹子，杉 理江，仙波 靖士，林 武文．当院 NICU 病棟における未熟児無呼吸発作に対する無

水カフェインの安全性の検討

精神科臨床薬学研究会（PCP）（平成 29 年 1 月 15 日　高松市） 

中土井 芳弘．発達障害の診断と治療

第 135 回西讃小児科医会（平成 29 年 1 月 19 日　琴平町） 

多田 文彦．小児の蘇生

第 3 回さぬき川崎病懇話会（平成 29 年 1 月 19 日　高松市） 

大西 達也．熱型に合致しない炎症反応の遷延と心エコーフォローが pit fall となった冠動脈瘤形成例

第 9 回香川県小児保健協会研究会（平成 29 年 1 月 29 日　高松市） 

香川 亮子，白井 澄，吉川 由美，木下 あゆみ．NICU・GCU に入院した子どもを持つ家族に対する揺さぶられっ子症候

群予防への取り組み

第 28 回日本臨床微生物学会総会・学術集会（平成 29 年 1 月 20-22 日　長崎市） 

西村 恵子，矢口 貴志．Stemphylium 属による角膜炎の 1 例

第 14 回中国四国出生前診断研究会（平成 29 年年 1 月 21 日　山口市） 

森根 幹生，中奥 大地，山崎 幹雄，近藤 朱音，前田 和寿．胎内診断された骨系統疾患の 1 例 骨形成不全症 軽症型

近藤 朱音，深野 智華 ，中奥 大地，山崎 幹男 ，森根 幹生 ，檜尾 健二 ，岩井 艶子，曽根 美智子，前田 和寿．胎内診断

された骨系統疾患の 1 例 Thanatophoric dysplasia
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曽根 美智子，近藤 朱音，深野 智華，松本 真里，渡部 有加，森谷 眞紀，南原 しずえ，射場 智美，森 香保里，岩井 艶子，

前田 和寿．臨床細胞遺伝学短期研修指導の一考察

深野 智華，近藤 朱音，森 香保里，曽根 美智子，中奥 大地，山崎 幹雄，森根 幹夫，檜尾 健二，岩井 艶子，前田 和寿．

当院の出生前遺伝カウンセリングの報告

第 18 回香川県作業療法学会（平成 29 年 1 月 22 日　丸亀市）
天野 園子，岩本 早織，北谷 円，向井 知里，小椋 昌美，小林 理英．小児脊髄損傷児に対する自宅退院にむけた支援過程

の検討

第 28 回日本 Pediatric Interventional Cardiology 学術集会（平成 29 年 1 月 26-28 日　東京都）
福留 啓祐，大西 達也，宮城 雄一，寺田 一也，太田 明．Rastelli 術後右肺動脈狭窄に対してシースインシース法を用いて

ステント留置をしえた 1 例

第 100 回日本泌尿器科学会 四国地方会（平成 29 年 1 月 28 日　徳島）
湯浅 明人，甲藤 和伸，横田 欣也．2016 年独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター泌尿器科手術

統計

第 13 回香川消化器手術手技研究会（平成 29 年 1 月 28 日　高松市） 

兼松 美幸，湊 拓也，田渕 寛，吉田 冲，梶川 愛一郎 ．当院における脾湾曲部結腸癌に対する腹腔鏡下結腸切除術

第 31 回　四国内視鏡外科研究会（平成 29 年 2 月 18 日　徳島市） 

兼松 美幸，湊 拓也，田渕 寛，吉田 冲，梶川 愛一郎．TEP 法での腹腔鏡下ヘルニア手術導入に向けて

第 22 回香川・岡山感染免疫懇話会（平成 29 年 2 月 26 日　高松市） 

横山 明人，岡田 隆文，井川 雅崇，奥 貴幸，大西 昭雄，福留 啓祐，藤原 由美，永井 盛博，三好 達也，小林 鐘子，桐野 

友子，遠藤 彰一，岩井 艶子，太田 明，岩井 朝幸，近藤 秀治．当院で経験したヒトパレコウィルス 3 型感染症の入院例

武知 淳美，岡田 隆文，小林 鐘子，三好 達也，永井 盛博，藤原 由美，岩井 艶子，岩井 朝幸，近藤 秀治．ステロイド治

療中に 34 型肺炎球菌性菌血症を発症したネフローゼ症候群の初発例

益岡 壮太，岡田 隆文，三好 達也，永井 盛博，藤原 由美，小林 鐘子，岩井 艶子，岩井 朝幸，近藤 秀治．市中で発症し

た小児重症呼吸器感染症の原因微生物の検討

第 33 回中四国臨床細胞遺伝学研究会（平成 29 年 2 月 26 日　善通寺市） 

近藤 朱音．イギリスの遺伝医療における臨床と検査部門の連携

深野 智華，近藤 朱音，森 香保里，曽根 美智子，中奥 大地，山崎 幹雄，森根 幹夫，檜尾 健二，岩井 艶子，前田 和寿．

遺伝カウンセリングでつなぐ患者と遺伝学的検査

松本 真里，渡部 有加，横田 一郎，森谷 眞紀．日本人小児発症 MODY（Maturity-onset diabetes of the young）糖尿病患者

の遺伝学的解析 ― 小児ゲノム医療研究室における MODY 変異の探索
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第 16 回日本医療マネジメント学会　香川支部学術集会（平成 3 月 4 日　坂出市） 

岡 千穂，藤内 武春．医療事故調査制度を念頭においた当院の取り組みの有用性

西川 和彦．A 病院における急変時蘇生向上のための取り組み

西岡 真斗香，久松 菜穂子，福島 和代，橋本 数江．水分補給に緑茶を取り入れた尿路感染予防に取り組んだ 3 症例

第 31 回日本小児循環器学会近畿・中四国地方会（平成 29 年 3 月 5 日　高槻市） 

福留 啓祐，大西 達也，宮城 雄一，寺田 一也，太田 明．Rastelli 術後右肺動脈狭窄に対して Sheath in sheath 法を用いて

stent 留置をしえたが , 右肺動脈血栓症と左心耳への血管外漏出を合併した 1 例
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第 26 回日本外来小児科学会年次集会春季カンファレンスシンポジウム ( 平成 28 年 4 月 3 日　高松市 ) 
牛田 美幸．子育て・家庭支援－愛着の問題へのアプローチ－

第 24 回日本小児心身医学会中国四国地方会シンポジウム ( 平成 28 年 6 月 5 日　松山市 ) 
牛田 美幸．子どものこころの診療における親への集団心理療法

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー 2016（平成 28 年 6 月 30 日 -7 月 2 日　神戸市） 

桑山 一行．前半ダブルカテーテル後半バルーンアシストで塞栓した脳動脈瘤の一例

第 37 回総合せき損センター　夏季セミナー（平成 28 年 7 月 2 日　飯塚市） 

木村 哲也，玉置 俊輔，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春．当科における TES とその問題点

玉置 俊輔，木村 哲也，佐々 貴啓，井上 智人，藤内 武春．腰椎前方固定後に発生した non-occlusive mesenteric ischemia 

( NOMI ) の治療経験

徳島県立総合教育センターカウンセリングゼミナール（平成 28 年 8 月 9 日　板野町） 

中土井 芳弘．子どものこころの発達について　子どもの心身症について　子どもの精神疾患について　子どもや家庭へ

の支援のあり方 

第 18 回日本小児精神医学研究会（JSPP）セミナー（平成 28 年 8 月 20 日　神戸市） 

中土井 芳弘．治療導入期に必要なこと ～万引きを繰り返す～

第 26 回日本外来小児科学会年次集会ワークショップ ( 平成 28 年 8 月 27-28 日　高松市 ) 
牛田 美幸．「この子，発達障害ではないですか」にこたえる

香川大学・農学部日本学生支援機構 (JASSO) インターンシップセミナー（平成 28 年 9 月 16 日　善通寺市） 

森谷 眞紀．Identification of monogenic gene mutations  - Genetic factor for diabetes -

丸亀市社会福祉協議会 児童虐待を考えるセミナー　Vol.2（平成 28 年 10 月 23 日　丸亀市） 

木下 あゆみ．医療の現場から見る子ども虐待　～現状と課題～

大川地区医師会学術講演会（平成 28 年 10 月 28 日　三本松町） 

大西 達也．Trilogy of Kawasaki disease　～ 炎の嵐とたたかう子どもたち ～

Genetic analysis seminar (Basic molecular technology)（平成 28 年 10 月 31 日 -11 月 2 日　善通寺市） 

森谷 眞紀．Genetic analysis (Basic molecular technology).　The lecture for laboratory technicians in Queen Sirikit National 

Institute of Child Health (QSNICH)

遺伝学的解析セミナー（平成 28 年 11 月 7 日　東京） 

森谷 眞紀．臨床における遺伝学的解析の現状  - 遺伝学的解析の基礎 -
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第 70 回国立病院総合医学会（平成 28 年 11 月 11-12 日　宜野湾市） 

福田 育美， 松尾 亜希子，齋藤 絵梨，白井 澄，木下 あゆみ．シンポジウム  見つけて・寄り添って・つなげよう ～子ど

もの成長を見守るその支援～ 

第 12 回中四国放射線医療技術フォーラム（平成 28 年 11 月 19-20 日　松江市）
山口 雄作．高品質化を目的とした逐次画像再構成におけるサブセット最適化の検討

石川 和希．低電圧造影 CT における被写体サイズの影響

第 22 回 日本子ども虐待防止学会学術集会おおさか大会（平成 28 年 11 月 25-26 日　大阪市） 

木下 あゆみ．シンポジウム  妊娠期からはじめるペアレントトレーニングによる切れ目のない地域子育て支援  地域医療

機関における妊娠期からの親子支援 

木下 あゆみ．シンポジウム  医療機関間ネットワーク ― ネットワーク ‐ 各地で始まっている取り組みの共有を目指して

‐ 香川県：司法積極関与型連携 

第 6 回　Sanuki Regional ICT Forum（平成 28 年 12 月 6 日　高松市）
西村 恵子．当院におけるマイコプラズマニューモニエと百日咳の検出状況

徳島文理大学中学・高等学校　教職員研修会（平成 28 年 12 月 20 日　徳島市） 

中土井 芳弘．教室で気になる子どもの心のケア

平成 28 年度児童・生徒のメンタルヘルス対応へのメンタルヘルスアップ・リーダー養成講座（平成 29 年 1 月 15 日　高
松市） 

中土井 芳弘．子どものメンタルヘルス支援　～自尊感情に注目して～

白鳥小学校人権講演会（平成 29 年 2 月 4 日　東かがわ市） 

木下 あゆみ．虐待の実態　今　そしてこれから

平成 28 年度丸亀市若手芸術家支援事業・まるがめ文化芸術祭 2016 特別事業（平成 29 年 2 月 26-3 月 5 日　丸亀市） 

森 香保里．indeed… indeed…　うべなるかな

大阪医科大学 虐待防止委員会講演会（平成 29 年 3 月 3 日　高槻市）
木下 あゆみ．チームで取り組む虐待対応  ～気付けますか？子どもからの SOS ～

第 6 回 Tokushima Psychiatric Intervention Conference:TOPIC 学術講演会（平成 29 年 3 月 3 日　徳島市） 

中土井 芳弘．自閉スペクトラム症の易刺激性におけるエビリファイの使用経験からの考察

第４回 JaMSCAN 事例検討会（平成 29 年 3 月 10-11 日　尼崎市）
福田 育美，木下 あゆみ．シンポジウム  周産期からの児童虐待予防を目指して 

第 13 回日本小児医療政策研究会（平成 29 年 3 月 11 日　東京都）
木下 あゆみ．シンポジウム１：子どもの健やかな育ちを支える ～虐待への対応、地域と医療の現場から～院内虐待対策

チームの活動と課題
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平成 28 年度徳島県ひきこもりサポーター養成研修（平成 29 年 3 月 14 日　徳島市）
中土井 芳弘．発達障がい・精神障がい概論

第 6 回岡山県児童虐待対策協議会　特別講演会（平成 29 年 3 月 18 日　岡山市） 

木下 あゆみ．子どもの虐待の予防・支援  ～現状と、めざすべき方向～

仲多度・善通寺医師会　四国こどもとおとなの医療センター合同カンファレンス特別講演（善通寺市） 

第 89 回 湊 拓 也 統合以降の当院外科の現況 平成 28 年 5 月 27 日

第 90 回 岩 村 喜 信 膀胱尿管逆流の診断、治療 平成 28 年 9 月 23 日

第 91 回 小木曽 正博 他科 Dr のための知っておきたい緑内障の知識 平成 28 年 11 月 25 日

第 92 回 井 藤 千 里 よくある偶発的に見つかる異常所見への対応  ～最近の考え方～ 平成 29 年 1 月 27 日

第 93 回 多 田 文 彦 緩和医療 平成 29 年 3 月 24 日
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日本学術振興会科学研究費
科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C)

小児ＣＫＤ新規治療法開発のための間質線維化での接着分子 Hic-5 の役割と機能解析　　　　　　　　近藤 秀治（主任）

脳血管障害におけるエストロゲン受容体モジュレーターの有効性と分子機構　　　　　　　                  桑山 一行（主任）

科学研究費助成事業（学術研究助成基金）若手研究（B)

新生児低酸素性虚血性脳症に対する新規追加治療の研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神内　済（主任）

その他財団等からの研究費
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター　臨床研究支援事業
冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法

または通常脂質低下療法のランダム化比較試験（REAL-CAD） 　　　　　　　　　　　　　　　竹谷 善雄（分担）

公益信託　エム・アイ・ユー財団記念基金  

子宮内胎児発育不全における胎盤機能と TrkB 発現の低下の関連についての検討　　　　　　　　　　  近藤 朱音（主任）

香川県子どもの心の診療ネットワーク事業
香川県子どもの心の診療ネットワーク研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 牛田 美幸（主任）

 

香川県児童虐待防止ネットワーク事業
香川県児童虐待防止ネットワーク研究 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  木下 あゆみ（主任）

 

NHO ネットワーク共同研究
母乳哺育による GDM 既往女性の産褥耐糖能異常の発症予防効果に関する研究  　　　　　　　前田 和寿（分担）

多施設共同抗がん薬曝露実態調査と医療従事者の安全確保のための「Hazardous Drugs の

安全な取り扱い」の概念構築                                                                                                                                      前田 和寿（分担）

West 症候群の最初期治療至適化への提言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桐野 友子（分担）

NICU 共通データベースから見た成育医療における周産期医療の評価と

異常に対する早期発見，介入の確立に関する研究  　　　　　　　　　　　　　　　　　　   久保井 徹（分担）

胎内セロトニン再取り込み阻害剤・セロトニン・ノルアドレナリン

再取り込み阻害薬（SSRI・SNRI）曝露の新生児管理に関する研究  　                                    久保井 徹（分担）

重症心身障害者の深部静脈血栓症に対する横断研究およびワルファリンと

エドキサバントシル酸塩水和物の多施設共同非盲検ランダム化比較試験　　　　　　　　　　　　　　谷口 秀和（分担）

C 型肝炎ウイルス駆除後の肝発癌予測に関する研究 　　　　　　　　　　　 　                                         林　亨（分担）
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C 型肝肝ウィルス駆除後の肝炎症 / 線維化改善動態評価を目的とした，

血清 miRNA プロファイリング法の確立  林　亨（分担）

言語聴覚リハビリテーションの向上を目的とした先天性難聴の

遺伝的原因と生後早期の経過の解明－新たな研究推進－                                                                            島田 亜紀（分担）

病理診断支援システムの機能と病理部門インシデントの関係を調査する前向き登録研究                          香川 昭博（分担）

看護学生の心理的バイタルサイン（Psychological vital sign: PVS）の標準化と

自己診断システムの構築に関する研究                                                                                                                   橋本 笑子（分担）

平成 28 年度丸亀市若手芸術家支援事業 / まるがめ文化芸術祭 2016 特別事業
人の感情とその表現へのプロセスとそのアプローチ   森 香保里（主任）
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院 内 研 究 助 成

研究奨励賞
先天性心疾患の心室間相互作用が胎児の心機能および循環動態に与える影響の検討　                             　　　　森根 幹生

額部と胸部間の経皮ビリルビン濃度の差は血清ビリルビン濃度の推移を予測する                                                     久保井 徹

小児心臓カテーテル検査時におけるヘパリンによる ACT の変化について                                                                   宮城 雄一

研究育成賞
強度行動障害を伴った自閉症患者の問題行動の低減につながる分析 　　　　　　　　　　　　　　　　　　壷井 真衣

重症心身障碍児（者）病棟で働く看護師が家族に抱く思い 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田 眞美

重症心身障碍児（者）病棟に勤務する看護師の離床に対する考え 下竹 舞

小児病棟における支援シートを用いた付き添い家族への支援の効果 冨山 紗季

心臓カテーテル検査を受ける学童期の子どもの苦痛と看護師に求めている看護 嶧田 椋介

児童精神科病棟において患者に陰性感情を抱く看護師の要因 吉田 多美子

深部静脈血栓症予防のパンフレットと DVD を併用した指導方法の統一化への試み

～ DVT 発症率の減少に向けて～ 岡本 理沙

腹膜透析を選択した慢性腎不全患者の思いに関する研究 丸山 紗季

認知症症状を有する終末期がん患者の家族の思いに関する研究 上岡 奈津美

内視鏡的乳頭切開術後で胆嚢摘出術に臨む患者の思いに関する研究 吉田 美有希

保育器収容児への母親のケア参加に対する看護師の意識調査 吉田 里実

きょうだい面会がきょうだいに及ぼす影響～きょうだいがいる両親に聞き取り調査を行って～ 井上 舞

初産婦を対象にした新生児同伴での集団退院指導の効果 片田 敦子

病棟看護師の家族看護に対する認識と課題 德永 寛子

人工呼吸器装着患者へのリハビリテーションプログラムをルーチン化することに対する看護師の思い

- ルーチン化による効果を明確にさせて - 西村 章宏

外来で睡眠導入に必要な薬剤を用いて検査を受ける子どもの親のニーズに関する実態調査 三谷 靖代
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内視鏡的粘膜下層剥離術を受ける患者への術前訪問による不安軽減の検討 清水 沙緒里

手術室における災害シミュレーションを通してのアクションカードの効果 岡田 進也

PICU に入室した乳幼児の臀部スキントラブル発生予防 宮田 春香

小児急性期内科病棟で急変時対応を経験した看護師の思い 植村 惇

重症心身障害児（者）病棟看護師の職務満足度 山本 潤

急性期脳卒中患者対象の半固形化栄養剤を使用した経管栄養メニューの継続評価

～消化器症状及び栄養状態への効果に着目して～ 中西 真望

感情の視覚的表現の研究　- アートサイコセラピーを通して - 森 香保里

小児・新生児の内服薬経管投与の確立 杉 理江

矯味・矯臭剤の開発 山本 秀紀

インスリン遺伝子変異の機能解析（その 2）- 変異体の作成および培養細胞を用いた実験を中心に - 松本 真里

MODY2 (GCK) 遺伝子の遺伝学的解析および他の MODY 遺伝子変異の臨床像との差異の精査 渡部 有加
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研究課題名 依頼者名 責任医師
契　約
症例数

実　施
症例数

治験 自閉性障害の小児患者を対象としたアリピプラゾール（OPC-
14597）1 mg ～ 15 mg の長期継続投与試験（第 Ⅲ 相試験） 大塚製薬㈱ 中土井 芳弘 2 1

治験
ヌーナン症候群の低身長患児を対象とした 2 用量の NN-220

〔ソマトロピン（遺伝子組換え）〕長期投与時の有効性及び安
全性の検討 

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ
㈱

横田 一郎 1 1

治験

Respiratory Syncytial ウイルス（RSV）感染症により入院した
乳児を対象とした ALS-008176 の単回漸増及び反復漸増経口
投与の安全性，忍容性，薬物動態，及び薬力学検討のための
ランダム化，二重盲検，プラセボ対照，2 パート試験

ヤンセンファー
マ㈱ 岩井 朝幸 5 2

治験 DSP-5423 の小児統合失調症患者を対象とした検証的試験 大日本住友製薬
㈱ 中土井 芳弘 2 0

治験 DSP-5423 の小児統合失調症患者を対象とした長期投与試験 大日本住友製薬
㈱ 中土井 芳弘 1 0

治験
未熟児網膜症患者を対象としたラニビズマブの有効性及び安
全性をレーザー光凝固療法と比較評価するランダム化，比較
対照試験

ノ バ ル テ ィ ス 
ファーマ ㈱ 小木曽 正博 4 1

治験 閉塞性動脈硬化症に伴う間歇性跛行を対象とした NS-304 の
後期第 II 相試験 日本新薬㈱ 下江 安司 3 1

治験 未熟児網膜症患者を対象としたラニビズマブの長期間の有効
性及び安全性をレーザー光凝固療法と比較評価する継続試験

ノ バ ル テ ィ ス 
ファーマ ㈱ 小木曽 正博 1 1

治験
小児集中治療下における DA-9501（デクスメデトミジン塩酸
塩）の有効性，安全性および薬物動態を検討する第 3 相多施
設共同単一群非盲検試験

ファイザー㈱ 江川 善康 7 5

治験 S-033188 の小児インフルエンザウイルス感染症患者を対象
としたオープンラベル試験 塩野義製薬㈱ 岩井 朝幸 3 0

製造販売
後臨床試

験

難治性部分発作を有するてんかん患者を対象とした他剤併用
時における perampanel（E2007）の有効性及び安全性を評価
する，二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験（非盲検継続
投与期を含む）

エーザイ㈱ 遠藤 彰一 4 3

体外診断
用医薬品

インフルエンザウイルス検出キット（DK15-Flu1）の性能評
価 デンカ生研㈱ 岡田 隆文 200 6

体外診断
用医薬品 肺炎球菌抗原検出キット（上咽頭ぬぐい液）相関性試験 大塚製薬㈱ 岡田 隆文 20 2

使用成績
調査

テトラヒドロビオプテリン反応性フェニルアラニン水酸化酵
素欠損に基づく高フェニルアラニン血症に対するビオプテン
使用成績調査

第一三共㈱ 横田 一郎 13 1

使用成績
調査

KAPSS-Posterior Spinal system 及び Caliber CFR PEEK ケージ
を使用した脊椎変性疾患における製造販売後使用成績調査

㈱ロバート・リー
ド商会 藤内 武春 50 21

使用成績
調査

ユニテックＣＨＳシステム（Twins）を用いた使用実態下で
の安全性、有効性の確認

HOYA 
Technosurgical ㈱ 藤内 武春 40 13

使用成績
調査

献血グロベニン -I 静注用　スティーブンス・ジョンソン症
候群及び中毒性表皮壊死症　使用成績調査 日本製薬㈱ 仁木 真理子 2 1
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使用成績
調査

 ダクルインザ錠 60 mg/ スンベプラカプセル 100 mg 使用成績
調査

ブリストル・マ
イヤーズ スクイ
ブ㈱

林 亨 5 3

使用成績
調査

ユニコーンネイルを用いた使用実態下で安全性、有効性の確
認

HOYA 
Technosurgical ㈱ 藤内 武春 20 7

使用成績
調査 イーケプラ使用成績調査 大塚製薬㈱ 遠藤 彰一 5 4

使用成績
調査

オーファディンカプセル 2 mg、5 mg、10 mg　高チロシン血
症 Ⅰ 型患者に対する使用成績調査

アステラス製薬
㈱ 横田 一郎 8 2

使用成績
調査 BMX-J 薬剤溶出ステント臨床使用製品調査 日本バイオセン

サーズ ㈱ 竹谷 善雄 40 14

使用成績
調査

アイノフロー吸入用 800 ppm 使用成績調査〈心臓手術の周術
期における肺高血圧の改善〉

エア・ウォーター
㈱ 川人 智久 40 20

特定使用
成績調査

レバチオ錠 20 mg 特定使用成績調査－長期使用に関する調査
－ ファイザー㈱ 江川 善康 120 8

特定使用
成績調査 ボノテオ錠 1㎎の長期特定使用成績調査 アステラス製薬

㈱ 藤内 武春 24 1

特定使用
成績調査 ホスリボン配合顆粒　特定使用成績調査 ( 全例調査 ) ゼリア新薬工業

㈱ 久保井 徹 32 2

特定使用
成績調査

エポプロステノール静注用 0.5 mg/1.5 mg「ACT」特定使用成
績調査（長期使用）

アクテリオン 
ファーマシュー
ティカルズ ジャ
パン㈱

寺田 一也 3 1

特定使用
成績調査 イーケプラ特定使用成績調査（長期使用に関する調査） 大塚製薬㈱ 遠藤 彰一 20 3

特定使用
成績調査 オプスミット錠 10 ㎎ 特定使用成績調査（長期使用）

アクテリオン 
ファーマシュー
ティカルズ ジャ
パン㈱

寺田 一也 30 18

副作用・
感染症報

告

ギャバロン髄注・シンクロメッドポンプシステム副作用・感
染症報告 第一三共㈱ 夫 敬憲 1 1

副作用・
感染症報

告
1％プロポフォール注「マルイシ」　副作用・感染症詳細調査 丸石製薬㈱ 小林 良子 1 1

その他 非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対す
るリバーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究 メビックス㈱ 竹谷 善雄 15 14

その他 結節性硬化症患者の症状，治療及び転帰に関するデータを収
集する国際共同非介入試験ｰ TOSCA

ノバルティス 
ファーマ㈱ 遠藤 彰一 5 5

その他 先天性高インスリン血症に対するオクトレオチド皮下注射療
法レジストリ（SCORCH レジストリ）

地方独立行政法
人大阪市民病院
機構

三好 達也 1 1
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市民公開講座（平成 28 年 5 月 21 日　サンポート高松）
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市民公開講座（平成 28 年 9 月 4 日　善通寺市民会館）
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9:00　 院長挨拶
香川県健康福祉部長挨拶

9:10　 周産期医療・継続看護
1) 総合周産期母子医療センターの現状　　　

新生児部門　久保井 徹 先生

2) 総合周産期母子医療センターの現状　　　

産科部門　　森根 幹生 先生

3) 当院 NICU における感染対策の取り組み  　　　

NICU　大谷 看護師

4) GCU での保育士の活動　　　　　　　　　 　　 

NICU　児玉 保育士

5) 産科病棟・MFICU と地域医療連携室による継続看護

MFICU 　柳原 師長
　　　　　　　　　　　　　　　
10:30   周産期医療体制と患児等の QOL 向上に関する調査報告　　

香川県看護協会　松下 有希子 助産師

10:45   講義１
当院における母乳外来・2 週間健診について　

MFICU　北野 助産師
11:30   講義２　　

新生児リハビリテーションについて　　　　　
NICU　續木 理学療法士

12:15   昼食

13:15   教育講演　
新生児期における腎疾患　　　　　

小児腎臓内科　近藤 秀治 先生

14:00   特別講演
演題　『児童虐待防止のための包括支援、大阪の 6 年間の調査から』

　　　中村 哲生 先生
　　　　なかむらレディースクリニック院長

　　　（前　大阪市立住吉市民病院　副院長　兼　小児・周産期センター部長）

15:00   院長閉会挨拶 

〈主催〉
香川県
四国こどもとおとなの医療センター　総合周産期母子医療センター
善通寺周産期医療研究会  

日時 : 平成 28 年 6 月 19 日（日）
場所 : 独立行政法人国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター

　　　４階こもれびホール

平成 28 年度　香川県総合周産期母子医療研修会
香川県周産期医療従事者研修会（香川県委託事業）

（平成 28 年度継続看護協会、第 14 回善通寺周産期医療フォーラム）
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琴平町包括支援センター ( 平成 28 年 5 月 17 日　琴平総合センター ) 

検査項目の意味や見方について 臨床検査技師　篠原 ゆかり

パーキンソン病友の会 タートルの会 ( 平成 28 年 7 月 7 日　丸亀市福祉センターひまわりセンター） 

腰痛とのつきあい方 理学療法士　篠崎 知里

介護付有料老人ホーム ネムの木 ( 平成 28 年 7 月 15 日　介護付有料老人ホーム　ネムの木 ) 

糖尿病と歯周病 糖尿病療養指導士 看護師　新居 優紀

吉原保育園 ( 平成 28 年 7 月 23 日　吉原地域子育て支援センター）
母乳で育む愛着の絆 助産師　堀家王代

琴平町包括支援センター ( 平成 28 年 7 月 28 日　琴平総合センター ) 

その人らしい看取りとは　  緩和ケア認定看護師　志多 亜希子

ネムの木（平成 28 年 8 月 12 日 ネムの木 )

移動・移乗介助 理学療法士　濵田 穂乃香

西香川病院 ( 平成 28 年 8 月 24 日　西香川病院 ) 

感染のトピックス　老人で気を付けること 感染管理認定看護師　森　敏子

多度津町地域包括支援センター ( 平成 28 年 8 月 25 日　東白方本村自治会場 )

救急看護について 救急看護認定看護師　西川 和彦

松井脳神経外科 ( 平成 28 年 9 月 23 日　松井脳神経外科 )

褥瘡処置 WOC　中澤 尚子

ネムの木 ( 平成 28 年 10 月 14 日 ネムの木 )

お薬の正しい使い方、　飲み合わせのポイント 薬剤師　横井 里沙

ネムの木 ( 平成 28 年 10 月 28 日 ネムの木 )

医療安全 医療安全管理室 副看護師長　香川 秀子

多度津町福祉保健課 ( 平成 29 年 1 月 10 日　町民健康センター )

糖尿病と足病変、フットケア　 糖尿病療養指導士 看護師　新居 優紀

多度津町保健センター ( 平成 29 年 2 月 7 日　町民健康センター ) 

糖尿病に対する運動療法について　 理学療法士　国重 裕二

ネムの木 ( 平成 29 年 3 月 10 日　ネムの木 ) 

施設内の転倒予防 理学療法士　石井 達也

平 成 28 年 度　 健 康 出 前 講 演
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 院外研修会

院 外 研 修 会

愛媛県立中央病院　虐待防止に関する研修会（平成 28 年 6 月 9 日　松山市）
木下 あゆみ，福田 育美，白井 澄．「虐待対応プログラム BEAMS　Stage1」 

　

第 8 回日本臨床微生物学会地区研修会（平成 28 年 7 月 9-10 日　東温市）　　　　　　　　　　　　 

西村 恵子．グラム染色を活かすために ー基礎から応用までー

発達障害を考える会（平成 28 年 8 月 27 日　高松市） 

中土井 芳弘．自閉スペクトラム症における易刺激性に対する対応・治療

香川県看護協会看護研修会（平成 28 年 9 月 3 日　高松市） 

木下 あゆみ．虐待予防　見逃しゼロに向けて

平成 28 年度四臨協微生物研修会（平成 28 年 9 月 10-11 日　徳島市） 

西村恵子，宮崎朱美，有江啓二．Aerococcus urinae による化膿性脊椎炎の 1 例

プライマリ医等・発達障害対応力向上研修（平成 28 年 10 月 16 日　高松市） 

中土井 芳弘．発達障害児の多角的対応　～児童精神科医として～

中讃地区研究協議会（平成 28 年 10 月 20 日　丸亀市） 

中土井 芳弘．医学的観点から見た発達障害

発達障害児等支援研修会（平成 28 年 11 月 8 日　丸亀市） 

中土井 芳弘．発達障がい特性に合わせた対応

とくしま・発達障害を考える会（平成 28 年 11 月 24 日　徳島市） 

中土井 芳弘．児童精神科医療の現状と課題

高松市校長会（平成 28 年 11 月 24 日　高松市） 

中土井 芳弘．子どものメンタルヘルス支援と自殺予防

平成 28 年度香川県微生物研究班研修会（平成 28 年 12 月 17 日　高松市） 

西村 恵子．グラム染色を活かすために

◆香川県子どものこころ診療ネットワーク事業　講演会
乳幼児を育てる母親のための研修「親育ち講座」（平成 28 年 6 月 15 日　丸亀市） 

牛田 美幸．子育てする母親のための親育ち講座（ワークショップ）

糸引小学校 PTA 子育て支援ワークショップ（平成 28 年 7 月 2 日　姫路市） 

牛田 美幸．叱ってばかりのパパ・ママにさよなら
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高松家庭裁判所講義（平成 28 年 10 月 21 日　高松市） 

牛田 美幸．愛着障害

彦根市講演会（平成 29 年 1 月 14 日　彦根市） 

牛田 美幸．叱ってばかりのママにさよなら

糸引小学校 PTA 子育て支援ワークショップ　保護者向けワークショップ（平成 29 年 2 月 2 日　姫路市）
牛田 美幸，竹森 昌子．叱ってばかりのパパ・ママにさよなら　その 1

事例検討会（平成 29 年 2 月 2 日　姫路市） 

牛田 美幸，竹森 昌子．事例検討会　１回目

糸引小学校 PTA 子育て支援ワークショップ　保護者向けワークショップ（平成 29 年 2 月 9 日　姫路市）
牛田 美幸，竹森 昌子．叱ってばかりのパパ・ママにさよなら　その 2

事例検討会（平成 29 年 2 月 9 日　姫路市）
牛田 美幸，竹森 昌子．事例検討会　2 回目

家調協　高松地域ミニ研究会「伊予坊ちゃん塾」（平成 29 年 2 月 12 日　西条市）
牛田 美幸．愛着理論について　親プログラムについて

糸引小学校 PTA 子育て支援ワークショップ　保護者向けワークショップ（平成 29 年 2 月 16 日　姫路市） 

牛田 美幸，竹森 昌子．叱ってばかりのパパ・ママにさよなら　その 3

事例検討会（平成 29 年 2 月 16 日　姫路市） 

牛田 美幸，竹森 昌子．事例検討会　3 回目

◆平成 28 年度香川県児童虐待防止医療ネットワーク事業
平成 28 年度　第１回研修会（平成 28 年 7 月 10 日　善通寺市）
虐待対応プログラム BEAMS　Stage1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       木下 あゆみ

虐待対応プログラム BEAMS　Stage2　　　　　　　　　            総合病院国保旭中央病院　小児科部長　仙田 昌義 先生

児童相談所における虐待対応：児童相談所と医療の連携 ―児童相談所常勤医師の立場から―　　　　　　　　　

横浜中央児童相談所　田﨑 みどり 先生

四肢・体幹の骨折事例と診断の進め方                                                                                                                    横井 広道

　　　　　

平成 28 年度　第 2 回研修会（看護師部会主催）（平成 28 年 10 月 2 日　善通寺市）
虐待を受けた子どものこころのケア

　　　　　兵庫県こころのケアセンター　副センター長兼研究部長　亀岡 智美 先生 
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平成 28 年度　第 3 回研修会（平成 28 年 12 月 4 日　高松市）
児童虐待における医療機関との連携の必要性」～子どもの権利擁護センター（CAC）設立に向けて～

　　　　　　認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン理事長　山田 不二子 先生

シンポジウム　「香川県における虐待対応の多機関連携」

　　　　　　　

当院におけるワンストップセンターの現状

兵庫県立尼崎総合医療センター　小児・総合周産期母子医療センター長 兼 小児科科長　毎原 敏郎 先生

平成 28 年度　第 4 回研修会（平成 29 年 1 月 26-30 日　高松市）
認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン 理事長　山田 不二子 先生 他トレーナーチーム

協力病院研修会
小豆島中央病院（平成 28 年 6 月 9 日　小豆島町）
待対応プログラム BEAMS　Stage1                                                                                                                     木下 あゆみ

三豊総合病院（平成 28 年 10 月 13 日　三豊市）
虐待対応プログラム BEAMS　Stage1                                                                                            　　　　　　木下 あゆみ

高松赤十字病院（平成 28 年 10 月 20 日　高松市）
証拠保全について　　　　　　                                           香川県警察本部 刑事部捜査第一課

　　　　　　                                                                        強行性犯・特別捜査担当課長補佐  香川県警部 横山 直樹 先生

平成 28 年度良質な医師を育てる研修「小児疾患に関する研修会」（平成 28 年 7 月 14-15 日　善通寺市）
【講習】

小児整形 横井 広道  

形成外科 松尾 伸二 

忘れてはいけない 小児腎臓疾患  近藤 秀治

【実習前講習】

人工呼吸器 多田 文彦

腹部エコー 新居章

【実習】

小児の人工呼吸器管理の実際 　　 多田 文彦

久保井 徹 
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学 術 講 演 会

ジカ熱ウィルス感染症 ( 平成 28 年 9 月 2 日 )
国立国際医療研究センター・国際感染症センター

忽那 賢志 先生

強度行動障害医療研修会 ( 平成 28 年 12 月 8 日 )
　
強度行動障害への対応事例

賀茂精神医療センター 児童指導員
元山 淳 様

医師養成プログラムの改革  ― 医学部国際認証と新専門医制度 ― ( 平成 29 年 2 月 1 日 )
徳島大学医学部 医学部長

苛原 稔 先生
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第 1 回　平成 28 年 6 月 15 日
1.「一過性意識障害の 1 例からみた JNP の役割」   

診療看護師（JNP）　宮下 育子
　　　　  　　　
2.「耳介、外耳道に皮疹を認めなかった Ramsay Hunt 症候群の 11 歳男児例」

　　　　　　　　　　　　　　　　 初期臨床研修医　細谷 祐太

3.「XELOX 療法を導入した患者との関わりを通じて」 
がん化学療法看護認定看護師　白川 由紀

4.「ABO 不適合による溶血性黄疸の 1 例」
　　　　　　　　　　　　　　　　初期臨床研修医　宮下 光洋

第 2 回　平成 28 年 9 月 14 日
1．「あおいろの丘病棟での育児支援看護師の活動」 

  　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 小児専門看護師　白井 澄 

 　　　　  　　　 

2．「深部静脈血栓症を呈した下大静脈奇形の１例」 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 初期臨床研修医　宮下 光洋 

3．「スピリチュアルペインの強い患者とのかかわり」 

 　　　　　　　　　　　　 　　　 　 緩和ケア認定看護師　尾崎 将吾 

4．「黄色ブドウ球菌による急性化膿性耳下腺炎の新生児と幼児例」 

 　　　　　　　　　　　　　　　　     　初期臨床研修医　益岡 壮太

第 3 回　平成 28 年 12 月 21 日
1．「周術期におけるラテックスアレルギー患者への看護」 

  　　　　　　　　　　　　 　 　手術看護認定看護師　大森 真梨菜

　　　　  　　　 

2．「横紋筋融解症から急性腎不全を呈した 1 例」

 初期臨床研修医　髙野 峻也 

3．「胃瘻周囲に皮膚障害を発生した患者のケア」 

 　　　　　　　　　　　　 　　　 皮膚排泄ケア認定看護師　森 裕香

4．「経過が異なった胎生期腸重積による胎便性腹膜炎の 2 例」 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初期臨床研修医　宮嵜 航
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第 4 回　平成 29 年 3 月 1 日
1．「がん終末期患者の家族ケア」 

  　　　　　　　　　　　　 　 　       緩和ケア認定看護師　志多 亜希子

　　　　  　　　 

2．「川崎病冠動脈瘤 3 枝病変を来した女児例の pitfall」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 初期臨床研修医　髙野 峻也 

3．「人工呼吸器装着患者の離床支援」 

 　　　　　　　　　　　　 　　　　     　　集中ケア認定看護師　上地 まり子

4．「関門医療センター ～ 3 か月の研修を振り返って～」 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初期臨床研修医　細谷 祐太 
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感染対策ランチョンセミナー

第 1 回 標準予防策・感染経路別予防策 平 成 28 年 5 月 23 日

第 2 回 感染対策上重要な微生物（検体提出を含む） 平 成 28 年 6 月 27 日

第 3 回 蚊・ダニ媒介感染症 平 成 28 年 7 月 25 日

第 4 回 針刺し・血液曝露防止 平 成 28 年 9 月 26 日

第 5 回 結核（小児結核含む） 平成 28 年 10 月 24 日

第 6 回 インフルエンザと治療薬 平成 28 年 11 月 28 日

第 7 回 感染性胃腸炎と食中毒 平成 28 年 12 月 26 日

第 8 回 MRSA 対策 平 成 29 年 1 月 30 日

第 9 回 感染リンク委員成果発表会（感染リンク委員） 平 成 29 年 2 月 27 日

第 10 回 感染リンク委員成果発表会（感染リンク委員） 平 成 29 年 2 月 28 日

第 11 回 感染リンク委員成果発表会（感染リンク委員） 平 成 29 年 3 月 2 日

感染対策イブニングセミナー

第 1 回 標準予防策・感染経路別予防策 平 成 28 年 5 月 17 日

第 2 回 針刺し・血液曝露防止 平 成 28 年 9 月 20 日

第 3 回 MRSA 対策 平 成 29 年 1 月 24 日

医療安全ランチョンセミナー

第 1 回 転倒転落アセスメント 平 成 28 年 5 月 11 日

第 2 回 ヒヤリハット報告から見える課題針刺し・血液曝露防止 平 成 28 年 5 月 18 日

第 3 回 輸血の副作用 平 成 28 年 6 月 １ 日

第 4 回 正しい患者確認について 平 成 28 年 6 月 15 日

第 5 回 身体的拘束について 平 成 28 年 7 月 20 日

第 6 回 医薬品管理 平 成 28 年 9 月 7 日
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院内セミナー

第 7 回 事故事例対策 平 成 28 年 9 月 21 日

第 8 回 医療機器 平 成 28 年 10 月 5 日

第 9 回 チューブ管理 平成 28 年 10 月 19 日

第 10 回 MRI 吸着事故防止 平 成 28 年 11 月 2 日

第 11 回 骨折防止 平成 28 年 11 月 16 日

第 12 回 麻薬取り扱い 平成 28 年 12 月 7 日

第 13 回 転倒転落防止 平成 28 年 12 月 21 日

第 14 回 医療機器 平 成 29 年 1 月 11 日

第 15 回 医療機器管理 平 成 29 年 1 月 18 日

第 16 回 せん妄時の看護 平 成 29 年 2 月 15 日

医療安全イブニングセミナー

第 1 回 造影剤副作用の予防と対策 平 成 28 年 7 月 26 日

第 2 回 肺血栓塞栓・深部静脈血栓発症 平 成 28 年 9 月 27 日

第 3 回 重大事故発生時の対応 平成 28 年 11 月 29 日

第 4 回 せん妄について 平 成 29 年 2 月 2 日

第 5 回 医療ガス 平 成 29 年 2 月 28 日

みんなで学ぶ遺伝の知識

当院の NIPT の報告 ( 平成 28 年 7 月 13 日 ) 近藤 朱音

はじめまして。遺伝カウンセラーです。( 平成 28 年 10 月 12 日 ) 深野 智華

奇形の診かた・考え方と遺伝学的検査 ( 平成 28 年 10 月 12 日 )
聖マリアンナ医科大学遺伝診療部 
川崎医療福祉大学大学院遺伝カウンセリングコース

黒木 良和 先生



国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター

平成 28 年度臨床研究・教育研修業績集

平成 29 年 9 月 20 日発行

編集者　国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター

臨床研究部長　近藤 秀治

発行者　国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター

院　長　　　　中川 義信

　　　　　　　　　

〒 765-8507　香川県善通寺市仙遊町 2 丁目 1-1

TEL  0877-62-1000

FAX  0877-62-6311　　　　　　　　


