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第７２回 広島医学会総会
～シンポジウムは「抗がん戦略 upt
odat
e」～
と き
ところ

令和元年１１月２４日㈰
広島県医師会館

午前９時３０分
広島県医師会

常任理事 西野

繁樹

総会議事で挨拶する平松恵一広島医学会会頭（中央）

令和元年１１月２４日㈰、広島市医師会の松村誠会長を学会長として、第７２回広島医学会総会
を開催した。今年度は午前にシンポジウム、実地医家のための教育講座、ポスター・ビデオ
演題、午後からはランチョンセミナー、総会議事、特別講演Ⅰ、特別講演Ⅱとするプログラ
ムを企画した。特別講演Ⅱを県民公開講座とし、医師会会員のほか一般県民が来場し、３８２
名の参加があった。
午前中は、「抗がん戦略 upt
odat
e」をテーマに、３名の登壇者に講演いただいたシンポジ
ウム、安芸地区、呉市の２地区医師会による実地医家のための教育講座２題、ポスター演題４７
題、ビデオ演題１１題の発表を行った。
ランチョンセミナーは広島市医師会担当による「
『悩み、気持ちが揺れ、決めきれない』
を支えるACPとは ？−ACPを推進するために重要な臨床倫理のポイント−」（専門医共通講
習−①医療倫理（必修））、および東広島地区医師会担当による「広島県における結核の現状
と対策」（専門医共通講習−②感染対策（必修））のテーマで講演いただいた。
午後１時からの総会議事では、平松恵一広島医学会会頭と松村誠学会長の挨拶、湯﨑英彦
広島県知事（後掲：代読 田中剛広島県健康福祉局長）の祝辞に続いて来賓の紹介ののち、
広島医学会賞、槇殿賞、論文奨励賞、広島臨床外科医学会賞ならびに同奨学金の授与が行わ
れ、１２名（【会員の栄誉】参照）の受賞者がその栄誉に浴した。
午後２時からは特別講演Ⅰ「注意すべき海外からの感染症」（専門医共通講習−②感染対策
（必修））と題して、広島大学病院感染症科の大毛宏喜教授に講演いただき、午後３時からは、
特別講演Ⅱ「卵からはじまる形づくり」と題して、京都大学大学院理学研究科動物学教室の
高橋淑子教授による県民公開講座を行った。
また、来年度の担当医師会は広島大学医師会（田中信治会長）に決定した。
以下、医学会総会の概要を記す。
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会頭挨拶（要旨）
広島医学会の前身である「芸
備医学会」が明治２９年に創設さ
れて以来、その伝統を引き継ぎ
な が ら「広 島 医 学 会」と 改 名
し、現在に至っている。毎月、
平松 恵一
お届けしている「廣島醫学」は
広島医学会会頭
会員が日夜研鑽してこられた医
学研究の成果を誌上にて発表す
る場として、日本で一番早く発刊した先駆的な
医師会雑誌である。近年、投稿いただく論文も
増加傾向にあり、多岐にわたる領域において、
その研究成果や臨床経験を掲載しているところ
である。会員にとって日々の医療現場で必ずお
役に立つ情報があると思うので、日進月歩する
医学・医術の研鑽のため、活用下さるようお願
い申し上げる。
そして、その研鑽の場のメインイベントがこ
の広島医学会総会であり、今回で７２回目を数え
る。今年度の本学会のご担当を広島市医師会に
お願いし、松村誠広島市医師会長、また広島市
医師会常任理事の作間俊治実行委員長を中心に
準備いただいた。そのお陰により、このような
立派な学会を企画・運営していただき、関係者
各位のご尽力に深く感謝申し上げる。
本日は日頃の研究成果が認められ、広島医学
会賞、槇殿賞、論文奨励賞、広島臨床外科医学
会賞、広島臨床外科医学会奨学金が１２名の先生
方に授与される。受賞の栄に浴される先生方に
対し、心よりお慶びを申し上げるとともに、今
後のますますのご活躍を祈念申し上げる。
午前の「シンポジウム」は「抗がん戦略 up
t
oda
t
e
」と題して３名のシンポジストの先生から
最新の情報についてお話しいただいた。並行し
て開催した「実地医家のための教育講座」では、
安芸地区医師会から「ちょっとだけ極論で語る
心電図」と題した講座を、そして呉市医師会か
ら「令和時代の認知症をめぐる諸問題」と題し
た講座を、それぞれ第一線でご活躍の先生方よ
りご講演いただいた。
また、２題の「ランチョンセミナー」では、
広島市医師会から「『悩み、気持ちが揺れ、決め
きれない』を支えるACPとは？－ACPを推進す
るために重要な臨床倫理のポイント－」、東広島
地区医師会から「広島県における結核の現状と
対策」と題したセミナーを企画していただいた。
どちらも専門医共通講習としての単位が取得で
きる。
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また、この総会に引き続いて開催する特別講
演では、広島大学病院感染症科の大毛宏喜教授
から「注意すべき海外からの感染症」、そして京
都大学大学院理学研究科動物学教室の高橋淑子
教授から「卵からはじまる形づくり」と題した
ご講演をいただく。
今回遠路来広いただいた講師の先生方に心か
ら感謝を申し上げるとともに、ご多忙中にもか
かわらずご臨席いただいたご来賓各位に厚くお
礼申し上げる。また広島市医師会長をはじめ、
各市郡地区医師会学術担当理事の先生方、準備
委員の先生方のご尽力に対し、心よりお礼を申
し上げる。

学会長挨拶（要旨）
本日、第７２回広島医学会総会
が開催されたその日に、ローマ
カトリック教会のフランシスコ
教皇が広島に来られたというこ
とは歴史的な１日である。教皇
松村
誠
は、「すべての生命を守るため
第７２回広島医学会総会
に」をテーマに日本を訪問され
学会長
たと聞く。われわれ医師は天職
として医療に携わっているが、まさにそれと
まったく合致する。
広島市医師会が担当させていただき、作間俊
治実行委員長をはじめ、委員会の先生方、そし
て何よりも各市郡地区医師会の先生方や職員の
方、広島県医師会役職員の方には大変お世話に
なり、本日を迎えることができた。感謝申し上
げる。
今回、専門医共通講習の単位として、
「医療倫
理」
「感染対策」、これを３単位取得できるよう企
画しているのも特徴である。今後ますます医学
会総会が発展することを祈念する。何よりも、
この総会議事で表彰される受賞者の方々が今後
研鑽を積まれて、医学の発展に貢献いただけれ
ばと期待する。

祝

辞（要旨）

広島県知事 湯﨑 英彦
（代読：広島県健康福祉局長 田中 剛）
第７２回広島医学会総会が盛大に開催されるこ
とを、心からお喜び申し上げるとともに、皆さ
ま方には、平素から医療活動を通じて、県民の
健康の保持・増進に多大なご貢献をいただき厚
くお礼を申し上げる。
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本日、広島医学賞をはじめとする各賞の栄に
浴される皆さまには、深く敬意を表するととも
に、心からお祝いを申し上げる。
少子高齢化・人口減少が急速に進行する中、
すべての県民が住み慣れた地域で適切な医療・
介護サービスを受けながら、安心して暮らし続
けることができる環境を整備していくことを、
喫緊の課題と認識している。
本県では、昨年３月に策定した「第７次広島県
保健医療計画」や「第７期広島高齢者プラン」な
どの、健康福祉分野の各計画に基づき、
「すべて
の県民の生活の質の向上」を目指し、健康寿命
の延伸を総括目標として、効率的で、質の高い
医療提供体制の強化や、在宅医療・介護のサー
ビスの基盤整備などを一体的に提供するためさ
まざまな取り組みを推進している。
こうした取り組みを実効性のあるものとする
ためには、広島県医師会をはじめとした医療関
係者のご理解、ご協力が不可欠であり、県民が
安心できる地域医療体制の構築や、さらに今後
の医師確保対策・外来医療体制の確保など、さ
まざまな施策について、より一層のお力添えを
賜るようお願い申し上げる。

シンポジウム
抗がん戦略 upt
odat
e
座長

広島大学自然科学研究支援開発センター
教授・生命科学実験部門長 檜山 英三

２０２０年（令和２年）２月１５日（１０）

遺伝性腫瘍への対応など課題がまだまだ多く見
られる。わが国におけるがんゲノム医療の現状
や将来展望について述べた。

【がん免疫療法の今後の展開】
免疫チェックポイント阻害薬
の登場は、がん免疫療法の効果
を疑う長年の議論に終止符を打
つとともに、がんの治療戦略を
短期間で変革させた。一方、免
中沢 洋三
疫チェックポイント阻害薬は、
信州大学医学部
がんに立ち向かうエフェクター
小児医学教室
細胞を抑制から解放し得るが、
教 授
エフェクター細胞自体が存在し
なければ効果に至らないため、その有効率は３０％
以下にとどまる。
標的抗原への結合を介して人工的に活性化す
るように設計されたキメラ抗原受容体（CAR）
を、遺伝子改変技術によって発現させたT細胞
は、標的抗原を発現するがん細胞を強力かつ特
異的に殺傷する。CD１９抗原を標的とするCART細胞（キムリア®）は、再発・難治性B細胞性
腫瘍患者の生命予後を劇的に改善させたことか
ら、今年４月に国内で薬事承認された。現在、さ
まざまながん種に対して、多数のCART細胞が
開発され、世界中で臨床試験が行われている。
本シンポジウムでは海外のCART臨床試験や演
者が開発中の国産CART細胞について概説し
た。

【がんゲノム医療の実情】
「がんゲノム医療」は、がん
の原因である遺伝子変異を明ら
かにすることにより、ゲノム情
報を用いて最適な治療を行う医
療である。がんゲノム医療体制
坂井 大介
の 整 備 が２０１８年 よ り 行 わ れ、
大阪大学医学部附属病院
２
０１９年６月には遺伝子変異を網
がんゲノム医療センター
特任講師
羅的に調べるがん遺伝子マルチ
プレックスパネル検査が保険収
載された。大阪大学医学部附属病院はがんゲノ
ム中核拠点病院として厚生労働省より指定され
た１１施設のうちの一つであり、先進医療Bとし
て遺伝子パネル検査を２０１８年１０月より実施して
きている。
がん遺伝子パネル検査によって遺伝子変異が
判明し、その遺伝子変異に対応した分子標的薬
がある場合には、臨床治験などを通じてその薬
剤を受ける可能性が出てくる。しかしながら治
療選択に結び付く薬剤につながらないケースや、

【乳がん治療と妊孕性温存
～広島県における取り組み】
若年層のがん治療では妊孕性
温存が課題であり、乳癌では８
万人を超える年間新規罹患者の
うち４０歳未満の女性は約５，
０００
人（６％
）と増加傾向にあり、妊
惠美 純子
孕性温存が不可欠となってい
広島大学病院
る。われわれは、２０１４年から前
乳腺外科
向きコホート研究として妊孕性
温存に取り組んでおり乳癌患者における妊孕性
温存の現状と課題について紹介した。
２０１９年８月までに、診断時年齢が原則４０歳以下
で研究に同意した乳癌患者３１例が県立広島病院生
殖医療科で妊孕性温存の意思を決定した。対象平
均年齢は３７．
９歳（２８～４３歳）
、既婚１７例（５５％
）
、
未婚１４例（４５％
）で、化学療法１４例（術前：９例、
術後：
５例）
、術後ホルモン療法２７例が施行され
た。生殖補助医療を受けたのは２０例（受精卵凍結
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１２例、未受精卵子凍結８例、卵巣凍結０例）で、胚
移植を３例施行し生産は２例であった。
妊孕性温存は年齢や治療の長期化により困難
な場合もあるが、適応となる年齢層や希望する
症例には情報提供を行うべきであり、今後も癌
治療における妊孕性温存の体制整備と医療者の
統一した認識が必要とされる。

実地医家のための教育講座
ちょっとだけ極論で語る心電図
座長

マツダ株式会社 マツダ病院
住居 晃太郎
副院長
急性冠症候群や肺塞栓など循
環器臨床で重要な疾患について
心電図を中心に「ちょっとだけ
極論」で話す。マツダ病院で経
験した症例を中心に、陥りやす
山本 佳征
いpi
tf
al
l
や診療のポイントなど
マツダ株式会社
について幅広く準備した。
マツダ病院
循環器内科部長

令和時代の認知症をめぐる諸問題
座長

独立行政法人国立病院機構
呉医療センター・中国がんセンター
外科系診療部長 田代 裕尊
高齢化人口は急激に増加し、
認知症患者は２０２０年には全国で
２００万人から２４０万人程度と推計
されており、これは６５歳人口の
１０％にまで及ぶ。原因疾患とし
鳥居
剛
てアルツハイマー病、レビー小
独立行政法人
体型認知症、前頭側頭型認知
国立病院機構
呉医療センター・
症、脳血管性認知症などがあ
中国がんセンター
る。病 歴、身 体 所 見、心 理 検
脳神経内科科長
査、画像検査などを行い、治療
可能な疾患による認知機能低下を見逃さないよ
うにする。認知症の多くは治療が困難で、発症
前診断・治療の研究がなされているものの、ま
だ道半ばである。現在の治療薬の効果は限定的
であり、行動・心理症状（BPSD）、徘徊など生
活に支障を来し周囲への影響が大きい症状に対
処する。社会全体で認知症に取り組むため、
２０１７年の介護保険法改正に伴い認知症施策推進
総合戦略（新オレンジプラン）が策定された。
また、認知症患者の運転する自動車事故が社会
問題化している。認知症患者がその人らしい人
生を送ることができるような社会作りを目指し
ていくことが重要である。
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ランチョンセミナー
「悩み、気持ちが揺れ、決めきれない」
を支えるACPとは？－ACPを推進する
ために重要な臨床倫理のポイント－
座長

広島県健康福祉局がん対策課
本家 好文
緩和ケア推進監
ACPを推進するにあたって大
切な臨床倫理の基礎となるべき
ことは、患者に「強要されるプ
ロセス」ではなく、医療者や家
族ら、周囲の人々によって「共
板井孝壱郎
有されるプロセス」でなくては
宮崎大学大学院
ならない、という視座である。
医学獣医学総合研究科
医科獣医科学専攻
患者と医療者や家族らとの間
生命倫理コーディネーター
で、今 後 の「人 生 設 計（Li
f
e
高度職業人養成コース長
Pl
anni
ng）」をともに考えると
教 授
いう姿勢で話し合いを進める中
で、ACPは「押し付けられるもの」であっては
ならないし、反対に、ACPの機会が奪われるの
であってもならない。病気と闘いながら、時に
は病気と共存しながら、どのような生活スタイ
ルで、どのような療養生活を送るのかを、何よ
りも患者自身の人生観・価値観を中心に据えな
がら、医療者・家族らとともに「共有しあい、
創造しあう」という、より大きな「ALP（Adva
nc
eLi
f
ePl
a
nni
ng）」というプロセスの中で、
無理なく提案されること、
「いかに死ぬか」では
なく、「いかに生ききるか」をともに考えるこ
と、このことがACPを推進する上で最も重要な
ことである。

＊専門医共通講習－①医療倫理（必修）として１単位
取得

広島県における結核の現状と対策
座長

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター統括診療部長

柴田

諭

広 島 県 内 で は 年 間 に３２１人
（２０１７年）の結核患者が発生し、
集団感染事例も報告されてい
る。患者の多くが過去に感染を
受けていた高齢者であるが、若
重藤えり子
年の発病もある。また、外国人
独立行政法人
患者が増加しており、広島県で
国立病院機構
東広島医療センター
は全結核患者に占める割合は全
呼吸器内科
国平均より高く１０％を超える。
結核の診断の遅れは、周囲への
感染拡大の最大の要因である。早期診断のため
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には医療の現場すべてにおいて「結核もまだあ
る」ことを意識した対応が必要である。
診断についてはI
GRAが利用可能となり感染
診断の精度は大きく向上した。感染している可
能性が高い場合には発病防止も重要であり、接
触者検診においてだけでなく、免疫抑制剤使用
など免疫抑制状態にある患者に対しても潜在性
結核感染症（LTBI
）の治療を積極的に行うこと
が必要である。治療に際しては確実な感染性消
失、および薬剤耐性防止のために保健所、結核
専門医療機関および地域医療機関が連携し確実
に治癒させることが求められる。
＊専門医共通講習－②感染対策（必修）として１単位
取得

特別講演Ⅰ
座長

第７２回広島医学会総会学会長
松村
誠

注意すべき海外からの感染症
訪日外国人は約１０年前は年間
８００万人程度であったが、ここ数
年で急増し、現在では年間３，
０００
万人を超えている。海外に出る
日本人も年間１，
８００万人程度で推
大毛 宏喜
移し、１年間に約５，
０００万人が国
広島大学病院
境を行き来していることになる。
感染症科教授
加えて２０２０年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックは、過去にない人の動きをも
たらすことが予想される。広島県はメキシコ、パ
ラグアイ、ドミニカ共和国、オーストラリア、
キューバの選手団のホストを務める予定である。
夏のオリンピックであるが、南半球からは季節性
のインフルエンザが持ち込まれる可能性があるな
ど、幅広い感染症を念頭に置いた診療が求められ
る。病原性が高い感染症や伝染性の強い感染症を
中心に注意点を概説した。

２０２０年（令和２年）２月１５日（１２）

特別講演Ⅱ
座長

広島医学会会頭

平松

恵一

卵からはじまる形づくり
私達のからだは、もとは受精
卵というたった１つの細胞であ
る。それが分裂を繰り返すうち
に、ふと気がつけば心臓や手足
がきちんと作られているのに気
高橋 淑子
づく。一体どういうしくみなの
京都大学大学院
だろう？この講演では、受精卵
理学研究科
動物学教室教授
か ら 体 が 作 ら れ る「不 思 議」
と、その謎を解き明かす研究に
ついて紹介する。細胞は遺伝子（DNA）の指令
に従って、さまざまな種類（神経や筋肉など）
に分化する。それらがきっちり仕事をすること
で、五体満足な体が作られる。しかし遺伝子や
細胞の仕事ぶりが狂ってしまうと、いろんな病
気が起こる。つまり、病気の本当の原因を突き
止めるためには、からだ作りの本質を知る必要
がある。このような生命科学の研究は、昨今大
きな発展を遂げている。研究者の夢は尽きるこ
となどない。次世代を担う若者が、大きな夢を
もって生命科学に挑戦できる社会作りが大切で
ある。

特別講演Ⅱ

＊専門医共通講習－②感染対策（必修）として１単位
取得

－予

告－

広島医学第７３巻第２号を第７２回
広島医学会総会特集号として
発刊する予定である。

特別講演Ⅰ

（１３）２０２０年（令和２年）２月１５日
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第７２回広島医学会総会ポスター演題、ビデオ演題優秀賞一覧
ポスター演題優秀賞
受

賞

No

演

者

演
題
当院の認知症カフェ「オレンジカフェすずがみね」の
２年５ヵ月を振り返って
婦人科がんに対するコンパニオン診断薬についての当
科の現状
切除不能・再発乳癌患者においてリンパ球絶対数と好中球リ
ンパ球比はエリブリンの予後予測となりうるか？
膵頭部動静脈奇形出血に対する緊急膵頭十二指腸切除
術および二期的膵空腸吻合術の経験
MRI
／TRUS融合画像ガイド下前立腺生検（FB）と従
来の系統的生検の比較検討
結石性腎盂腎炎症例へのドレナージの適応は平均血圧
値、乳酸値を用いることで予測できる

所

属

優 秀 賞

セッション１ 小野

広一

医療法人社団玉章会力田病院

優 秀 賞

セッション２ 古宇

家正

優 秀 賞

セッション３ 上野

彩子

優 秀 賞

セッション４ 廣井佐和子

最優秀賞

セッション５ 藤井

慎介

優 秀 賞

セッション６ 行廣

和真

優 秀 賞

セッション７ 志熊

紘行

ロボット支援下前立腺全摘除術における術後鼠径ヘルニアの検証

優 秀 賞

セッション８ 佐藤

真由

難治性/再発性ANCA関連血管炎に対するリツキシマブの効果

優 秀 賞

セッション９ 堀益

靖

優 秀 賞

セッション１０ 赤木由紀夫

広島平和クリニック・
高精度放射線治療センター

優 秀 賞

セッション１１ 塩崎

県立広島病院（研修医）

優 秀 賞

セッション１２ 畠山

卵巣癌術後再発に対するPET画像ガイド下GTV取得に
よるVMATの治療成績
局所進行左側大腸癌に対して術前化学療法を施行する
翔平
とT因子が改善する
総胆管結石症、急性胆管炎の治療経過中に発生した胆
頌章
嚢仮性動脈瘤の１例

優 秀 賞

セッション１３ 向井

俊平

脊髄硬膜外血腫の治療経験

厚生連廣島総合病院（研修医）

優 秀 賞

セッション１４ 山本

興幸

呼吸器症状を認めなかったレジオネラ肺炎の１例

広島市立広島市民病院（研修部）

広島大学大学院医系科学研究科
産科婦人科学
広島市立広島市民病院
乳腺外科
県立広島病院

消化器外科

広島大学大学院医系科学研究科
腎泌尿器科学
県立広島病院

泌尿器科

広島市立安佐市民病院
泌尿器科
広島大学病院
卒後臨床研修センター

間質性肺炎の診断における呼吸音定量化アプリケー
広島大学病院
ションの有用性

呼吸器内科

県立広島病院（初期研修医）

ビデオ演題優秀賞
受

賞

No

演

者

優 秀 賞

セッション１

清水

春菜

最優秀賞

セッション２

上田

優 秀 賞

セッション３

岡

演

題

所

胸腔鏡下左心耳切除により左心耳原性の心房頻拍が治
療した１例

広島大学病院
心臓血管外科
広島大学大学院医系科学研究科
耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学研究室

勉 当科における内視鏡下甲状腺手術の現状
清貴 当院における新規前立腺肥大症手術（CVP）の導入

ポスター演題

属

たかの橋中央病院
泌尿器科

ビデオ演題
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２０２０年（令和２年）２月１５日（１４）

第７
２回 広 島 医 学 会 総 会
と き：令和元年１
１月２
４日㈰
ところ：広島県医師会館
会場
９：３０

９：３
０～１
６：０
０

第１会場

第２会場

第３会場

第４会場

第５会場

第６会場

第７会場

（１階 ホール）

（２階 ２０１会議室）

（３階 ３０１会議室）

（３階 ３０２会議室）

（３階 ３０３会議室）

（５階 ５０２会議室）

（４階 ４０１会議室）

シンポジウム

実地医家のための教育講座

「抗がん戦略 upt
odat
e」 「ちょっとだけ極論で語る心電図」
座長：
広島大学自然科学研究支援開発センター
教授・生命科学実験部門長
檜山 英三
シンポジスト：
演者：大阪大学医学部附属病院
がんゲノム医療センター
特任講師
坂井 大介

１０：３０

講師：マツダ株式会社マツダ病院
循環器内科 部長
山本 佳征
座長：マツダ株式会社マツダ病院
副院長
住居晃太郎
担当：安芸地区医師会

発

演者：信州大学医学部小児医学教室
教授
中沢 洋三

「令和時代の認知症をめぐる諸問題」

演者：広島大学病院乳腺外科
講師：独立行政法人国立病院機構
恵美 純子
呉医療センター・中国がんセンター
脳神経内科科長 鳥居
剛
座長：独立行政法人国立病院機構
（９：３０～１１：３０
呉医療センター・中国がんセンター
生涯教育 CC ９ １．
５単位）
外科系診療部長 田代 裕尊
担当：呉市医師会

各演題７分以内
（討論質疑を含める）

各演題１０分以内
（映写７分、
質疑３分以内）

表

発

表

発

表

９：３０～１１：２２
ポスターセッション１
Ａ１～Ａ４
座長：大下 智彦
広島大学病院脳神経内科
ポスターセッション２
Ｂ１～Ｂ４
座長：土井美帆子
県立広島病院臨床腫瘍科
ポスターセッション３
Ｃ１～Ｃ４
座長：首藤
毅

９：３０～１１：１５
ポスターセッション１０
Ｊ１～Ｊ３
座長：木村 智樹
広島大学病院放射線治療科
ポスターセッション１１
Ｋ１～Ｋ３
座長：大下
航
広島市立広島市民病院外科
ポスターセッション１２
Ｌ１～Ｌ３
座長：三浦 峻一

外科

消化器内科

発

表

９：３０～１１：２０
ビデオセッション１
Ｏ１～Ｏ４
座長：立本 直邦
市立三次中央病院外科
ビデオセッション２
Ｐ１～Ｐ４
座長：田邊 和照
広島大学病院消化器外科
ビデオセッション３
Ｑ１～Ｑ３
座長：藤井 慎介
呉医療センター・中国がんセンター 広島大学病院泌尿器科

ポスターセッション４ ポスターセッション８ ポスターセッション１３
Ｄ１～Ｄ４
Ｈ１～Ｈ３
Ｍ１～Ｍ３
座長：加納 幹浩 座長：大岩
寬 座長：末岡 敬浩
広島市立安佐市民病院外科 広島市立広島市民病院 広島赤十字・原爆病院
放射線科
リウマチ・膠原病科
ポスターセッション９ ポスターセッション１４
Ｉ１～Ｉ３
Ｎ１～Ｎ３
座長：末成 和義 座長：伊藤 公訓
広島市立広島市民病院
広島大学病院
循環器内科
総合内科・総合診療科

（１０：３０～１１：３０
生涯教育 CC２９ １単位）

ランチョンセミナー

ビデオ演題

９：３０～１１：２２
ポスターセッション５
Ｅ１～Ｅ３
座長：丸山 聡
市立三次中央病院泌尿器科
ポスターセッション６
Ｆ１～Ｆ４
座長：後藤 景介
広島大学病院泌尿器科
ポスターセッション７
Ｇ１～Ｇ３
座長：林谷 康生
呉医療センター・中国がんセンター マツダ病院外科

（９：３０～１０：３０
生涯教育 CC ９ １単位）

１１：５０

ポスター演題

ランチョンセミナー

「「悩み、気持ちが揺れ、決めき 「広島県における結核の現状
れない」を支える ACPとは？－ と対策」
ACPを推進するために重要な臨 演者：独立行政法人国立病院機構
床倫理のポイント－」
東広島医療センター呼吸
器内科
重藤えり子
演者：宮崎大学大学院医学獣医学総
座長：独立行政法人国立病院機構
合研究科
医科学獣医科学専攻
東広島医療センター
統括診療部長 柴田
諭
生命倫理コーディネーター
高度職業人養成コース長 担当：東広島地区医師会
教授
板井孝壱郎
座長：広島県健康福祉局がん対策課 （１１：５０～１２：５０
生涯教育 CC ８ １単位）
緩和ケア推進監 本家 好文
担当：広島市医師会
【専門医共通講習－②感染対策（必修）：１単位】
（１１：５０～１２：５０
生涯教育 CC ３ １単位）
【専門医共通講習－①医療倫理（必修）：１単位】

１２：５０
１３：００

総

１４：００

会

議

事

ランチョンセミナー（第２会場）
：専門医共通講習－①医療倫理（必修）と
して１単位取得できます。

特 別 講 演 Ⅰ
「注意すべき海外からの感染症」
演者：広島大学病院感染症科 教授
座長：第７２回広島医学会総会学会長
（１４：００～１５：００ 生涯教育 CC ８ １単位）
【専門医共通講習－②感染対策（必修）：１単位】

１５：００

大毛 宏喜
松村
誠

ランチョンセミナー（第３会場）
・特別講演Ⅰ（第１会場）
：専門医共通講
習－②感染対策（必修）として１単位取得できます。
（遅刻・早退は単位が取得できません）

特別講演Ⅱ（県民公開講座）
「卵からはじまる形づくり」
演者：京都大学大学院理学研究科動物学教室 教授 高橋 淑子
座長：広島医学会会頭
平松 恵一
（１５：００～１６：００ 生涯教育 CC７２ １単位）

１６：００ 閉 会

＊1階医療情報提供コーナーにて各種ブースを開設いたします。
（ウィミンズカフェ＜復職支援など 情報交換＞）
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広島医学会賞
当院におけるメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の臨床
的特徴と予後
木

田

迪

子

氏

・独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター血液内科

T
１３N０M０前立腺癌に対する強度変調放射線治療の中期治療成績
村

上

祐

司

氏

・広島大学大学院医系科学研究科放射線腫瘍学

槇

殿

賞

身体活動量計の中等度運動強度を確認しながら行う糖尿病運動療法の有用性
野

島

秀

・医療法人

樹

氏

野島内科医院

Hemodynami
cf
eat
ur
esofof
f
endi
ngvessel
satneur
ovascul
arcont
act
f
aci
alspasm
i
npat
i
ent
swi
t
ht
r
i
gemi
nalneur
al
gi
aandhemi
佐

藤

透

氏

・医療法人社団涼風会

佐藤脳神経外科

広島市東区医師会在宅医療支援ネットワークの構築
金

谷

雄

生

氏

・広島市東区医師会

おめでとうございます。今後ますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
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２０２０年（令和２年）２月１５日（１６）

論文奨励賞
集学的治療により下肢機能を温存し得た重症糖尿病性潰瘍・壊疽の１例
小根森

陽

子

氏

・広島大学病院

腹腔内出血を来した悪性卵巣腫瘍破裂の２例
呑

村

奈

南

氏

・地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院

広島臨床外科医学会賞
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・広島大学病院整形外科

Clinicalsignificanceof18F-fluorodeoxyglucose-positronemissiontomography-positive
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氏

・広島大学原爆放射線医科学研究所腫瘍外科

Early-andmid-term aorticremodellingafterthefrozenelephanttrunktechniqueforretrograde
typeAacuteaorticdissectionusingthenew JapaneseJGraftopenstentgraft
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根
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氏

・広島大学病院心臓血管外科

広島臨床外科医学会奨学金
頚動脈プラークの不安定性における好中球細胞外トラップの
病態解明
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氏

・地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院脳神経外科

大腸癌肝転移における術前化学療法の有効性及び化学療法関
連肝障害に関する研究
高

倉

有

二

氏

・広島大学大学院医系科学研究科消化器・移植外科学
おめでとうございます。今後ますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。

（１７）２０２０年（令和２年）２月１５日

広島県医師会速報（第２４３４号）

昭和２６年８月２７日

第３種郵便物承認

新着のお知らせ
新着のお知ら
せ
e
‐広報室に下記を追加いたしました。

ビデオライブラリ
●２１世紀、県民の健康とくらしを考える

広島県民フォーラム

通達文書
●厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査 集
計結果」の送付について
●保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法及びその留意点について
●「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の
公布について（通知）
●「予防接種法施行令の一部を改正する政令」及び「予防接種法施行規則及び予防
接種実施規則の一部を改正する省令」の公布について
●使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

新型コロナウイルス感染症
●健Ⅱ２００ 中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注
意喚起について
●健Ⅱ２
０７ 「中華人民共和国湖北省武漢市で報告されている原因不明の肺炎に対す
る対応と院内感染対策」について（国立感染症研究所、国際医療研究
センター）
●健Ⅱ２０９ 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について
●健Ⅱ２１２ 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生に係る注意喚起について
●健Ⅱ２１３ 中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に
係る厚生労働省プレスリリースついて（令和２年１月２０日第５報）
●健Ⅱ２１７ 新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関（WHO）の緊急委
員会の結果について
●健Ⅱ２１８ 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について
●健Ⅱ２２０ 新型コロナウイルスに関連した肺炎に関する情報提供について
●健Ⅱ２２３ 新型コロナウイルスに関する検査対応について
●健Ⅱ２２４ 厚生科学審議会感染症部会資料（新型コロナウイルス関連）について
●健Ⅱ２２５ 新型コロナウイルスに関連した感染症に係る外国語対応をはじめとす
る外国人患者への対応等に係る支援ツールの周知等について
●健Ⅱ２２６ 新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ＆Aについて
●健Ⅱ２２７ 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について
廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について
●地３９４
●健Ⅱ２２９ 新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について（指定感染症と
して定める政令等の閣議決定、厚生労働省電話相談窓口の設置）
●健Ⅱ２３０ 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について
●健Ⅱ２３１ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施
行について
●健Ⅱ２３２ 新型コロナウイルス感染症に関する資料について
●健Ⅱ２３３ 新型コロナウイルスに関連した患者及び無症状病原体保有者の発生について
●健Ⅱ２３５ 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について
●健Ⅱ２３６ 中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に
関する世界保健機関（WHO）の緊急事態宣言について
●新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の設置について
●新型コロナウイルス感染症に対する本県の対応について

