
第 122 回遠江医学会プログラム 

     平成 23 年 6 月 19 日(日) グランドホテル浜松 

 
１．喫煙対策の集団効果が白血球数に現れる 

  浜松 ヤマハ健康管理センター○倉田千弘 安藤三千代 市川三知代 上原明彦 小田切圭一 尾上和永 

   影山淳 鈴木直子 平野貴子 本田久美子 松本光恵 水田潔 村上裕子 山賀敬子 山本誠 

 

*２．はままつ卒煙塾開催の試み ～受動喫煙防止サミット IN 浜松開催に際して～ 

   浜名医師会タバコ対策委員会 加藤医院○加藤一晴  和久田歯科医院 和久田一成 

  杏林堂薬局薬剤師 山本幸洋 

 

３．歯科医療現場における感染予防対策のアンケート調査 

  浜松医療センター 歯科口腔外科○内藤慶子 蓜島桂子 内藤克美  感染症科 矢野邦夫 

 

４．浜松市における精神科措置入院制度運用 

  神経科浜松病院○山岡功一  浜松市保健所 松下望 

 

５，当院における乳癌診断の現況 

  浜松 神﨑外科クリニック○神﨑正夫 廣瀬直子 

 

６．腋窩リンパ節術前転移診断精度によるセンチネルリンパ節生検妥当性の評価 

  JA 静岡厚生連遠州病院 外科○宇治誠人 鈴木正彦 鷲津潤爾 有元淳記 田畑光紀 鳥居翔 水上奏延 

 

７．骨転移・脳脊髄転移を有する乳癌患者に対する地域連携 

  磐田市立総合病院 外科・消化器外科○伊藤靖 落合秀人 村上智洋 片橋一人 犬塚和徳 神藤修  

  宇野彰晋 深澤貴子 松本圭五 鈴木昌八 北村宏 

 

８．当院における外ヘルニアについて 

  浜松医療センター 外科○金井俊和 西脇由朗 中村明子 黒島直樹 小林英絵 上嶋徳 福島久貴  

  中田祐紀 林忠毅 田村浩章 平山一久 後藤圭吾 徳永祐二 池松禎人 

 

９．僧帽弁狭窄症に対する経皮的僧帽弁交連切開術(PTMC) 

  浜松医療センター 循環器科○松倉学 佐藤照盛 高山洋平 横田成紀 澤崎浩平 森田康弘 小林正和 

   武藤真広 

 

10．僧帽弁閉鎖不全症に対する僧帽弁形成術 

  聖隷浜松病院 心臓血管外科○津田和政 小出昌秋 國井佳文 渡邊一正 宮入聡嗣 宮田奈央子 

 

11．急速な疣贅の増大を認めた MRSA 感染性心内膜炎の１症例 

  浜松赤十字病院 循環器科○田村純 俵原敬 浮海洋史 北川雅稔 諏訪賢一郎 宮島佳祐 尾関真理子 

  浜松医科大学 心臓血管外科 椎谷紀彦 山下克司 鷲山直己 

 

12．当施設におけるオフポンプ冠動脈バイパス術の導入とその効果についての検討 

  浜松医療センター 心臓血管外科○田中敬三 平岩卓根 田中國義 

 

*13．256 マルチスライス CT を用いた心臓 CT 検査の現状 

   磐田市立総合病院 放射線診断科○吉原修 内藤眞明 沓掛康道 岩倉武史 放射線技術科  

  神谷正貴 八重樫拓 冨田雄平 宮崎健介 寺田理希 循環器内科 松永正紀 

 

14．抗凝固治療法中の患者に対する ALTA 治療の case-matched study 

  浜松 松田病院○矢野孝明 松田保秀 川上和彦 中井勝彦 浅野道雄 田中荘一 野中雅彦 木村浩三  

  矢野義明 石井正嗣 

 

15．C 型慢性肝炎患者において、緑茶粉末の服用はアディポネクチンを増加させ、インターフェロン治療 

  の安全性と有効性を高める 

  掛川市立総合病院 消化器内科○鮫島庸一 小野幸矢 

 



16．胃癌検診 慢性胃炎診断の重要性 ~胃癌死撲滅を目指して(病理・拡大内視鏡・NBI 観察から)~ 

  浜松 一貫堂内科消化器科医院○馬渕友良  浜松労災病院 消化器内科 伊熊睦博  聖隷浜松病院 

   病理診断科 大月寛郎 清水進一 

 

17．十二指腸カルチノイドの診断と治療の現況 

  浜松医療センター 消化器科○森泰希 吉井重人 山田正美 影山富士人 本城裕美子 高井哲成 岩岡泰 

  志 鈴木聡 山崎哲 下山真 松下直哉 太田和義 間渕裕行 

 

18．胃ろう交換後に良性気腹症を呈した１例 

  浜松リハビリテーション病院 内科○中村謙吾 重松孝 石橋敦子 水嶋宣章 市川高義 藤島一郎 

 

19．当院で経験した腸管子宮内膜症の４例 

  浜松 松田病院○石井正嗣 浅野道雄 田中荘一 矢野考明 石丸啓 矢野義明 中井勝彦 野中雅彦  

  木村浩三 川上和彦 松田保秀 

 

*20．単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の手技と結果 

   浜松医科大学医学部附属病院 第一外科○和田英俊 佐藤正範 宮木祐一郎 杤久保順平  

  稲守宏司 椎谷紀彦 

 

21．当院における腹腔鏡補助下大腸切除術の現状 

  浜松医療センター 外科○林忠毅 西脇由朗 中村明子 黒島直樹 小林英絵 上嶋徳 福島久貴  

  中田祐紀 田村浩章 平山一久 金井俊和 後藤圭吾 徳永祐二 池松禎人 

 

22．当院における平成 22 年度悪性腫瘍患者の現状 

  浜松 坂の上ファミリークリニック○青木茂 西澤由佳 小野宏志 

 

23．当科における埋込み式中心静脈カテーテル留意 ～「ポート外来」の現状～ 

  浜松医療センター 外科○後藤圭吾 中村明子 上嶋徳 黒島直樹 小林英絵 福島久貴 中田祐紀 林忠 

  毅 田村浩章 平山一久 金井俊和 徳永祐二 池松禎人 西脇由朗 

 

24．外来で行う大腸癌化学療法・当院における XELOX 療法の現状 

  磐田市立総合病院 外科・消化器外科○深澤貴子 宇野彰晋 村上智洋 片橋一人 犬塚和徳 神藤修  

  伊藤靖 松本圭五 落合秀人 鈴木昌八 北村宏  消化器内科 伊藤潤 成瀬智康 鈴木静乃 森川友裕 

   西垣信宏 井上裕介 住吉信一 笹田雄三 斎田康彦 犬塚政美 

 

25．食道癌に対する化学放射線療法を軸とした集学的治療 

   ～低用量 CDGP/5-FU 併用放射線化学療法の成績～ 

  浜松医科大学医学部附属病院 第一内科○山田貴教 大澤恵 鈴木崇弘 石田夏樹 佐原秀 池谷賢太郎 

   大石愼司 栗山茂 魚谷貴洋 寺井智宏 山出美穂子 高柳泰宏 西野眞史 濱屋寧 杉本光繁 杉本健  

  宮嶋裕明  放射線科 小杉崇 阪原晴海  分子診断学 金岡繁  臨床研究管理センター 古田隆 

  久 

 

26．ベラプロストとタダラフィルの併用が有効であった肺高血圧症の１例 

  聖隷浜松病院 膠原病リウマチ科○大村晋一郎 田口雄一郎 伊藤礼 宮本俊明 

 

27．BNP と NTproBNP の関連：腎機能の影響について 

  JA 静岡厚生連遠州病院 循環器内科○高瀬浩之 岡戸建央 田中隆光 橋本朋美 

 

28．低カリウム血症の原因として Bartter 症候群が疑われた１症例 

  聖隷浜松病院 総合診療内科○海野修平 長谷川貴久 仲程真里 齋藤一仁 末松三奈 西尾信一郎 渡邊 

  卓哉 

 

29．腎合併切除を要した副腎外悪性褐色細胞腫(パラガングリオーマ)の１例 

  JA静岡厚生連遠州病院 泌尿器科○伊藤寿樹 栗田豊 新保斉  内分泌科 古川卓  病理部 上村隆 

  浜松東病院 牛山知己 

 

30．磐田市立総合病院における前立腺癌密封小線源治療の初期経験 

  磐田市立総合病院 放射線治療科○今井美智子  泌尿器科 水野卓爾 松本力哉  放射線治療技術 

  科 井上和康 坂本昌隆 三浦祐揮 小嶋友 成久加奈 朝比奈克至 鈴木聖人 佐々木浩二 



 

31．抗 GAD 抗体が著明高値であった緩徐進行１型糖尿病の１例 

  JA 静岡厚生連遠州病院 内分泌内科○古川卓 鈴木智恵子 後藤良重 

 

32．嘔気嘔吐を主訴とした劇症１型糖尿病の１症例 

  浜松北病院○澤田健 上杉研 

 

33．糖尿病市民公開講座を開催して ～参加者へのアンケート結果からみた糖尿病に対する意識～ 

  浜松 きくち内科クリニック○菊池範行  JA静岡厚生連遠州病院 後藤良重  浜松北病院 澤田健 

  浜松医科大学 森田浩  聖隷浜松病院 源馬理恵子 

 

34．高齢者の在宅インスリン治療・・訪問看護師へのアンケート結果から 

  糖尿病のよりよい連携医療をめざす会 聖隷浜松病院 内分泌科○源馬理恵子 

 

35．陸前高田市医療支援報告 

  浜松 ヤマハ健康管理センター○山 本   誠 

 

 

*学術奨励賞受賞 

 

 

特別講演   

｢生活習慣病とアディポサイエンス」 

住友病院院長 大阪大学名誉教授  松澤佑次 先生 


