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専攻科
県医学会
発表回数

その他学会
発表回数

演題名

1 上江洲　麻衣 うえず　まい 初期１年次

2 上原　夏美 うえはら　なつみ 初期１年次

3 大西　功馬 おおにし　かつま 初期１年次

4 金城　史彦 きんじょう　ふみひこ 初期１年次

5 柴田　衛 しばた　まもる 初期１年次

6 下地　遥 しもじ　はるか 初期１年次

7 渡嘉敷　真太 とかしき　しんた 初期１年次

8 永冨　駿平 ながとみ　しゅんぺい 初期１年次

9 中村　彩音 なかむら　あやね 初期１年次

10 中山　鈴 なかやま　りん 初期１年次

11 成田　幸代 なりた　さちよ 初期１年次

12 沼澤　雅哉 ぬまざわ　まさや 初期１年次

13 森田　麻莉 もりた　まり 初期１年次

14 山城　俊樹 やましろ　としき 初期１年次

専攻科
県医学会
発表回数

その他学会
発表回数

演題名

1 相原　隆充 あいはら　たかみつ 初期2年次 1回 H27/12月　「出生前診断により適切な周産期管理を行った前置血管の一例」

2 天野　麻生 あまの　まお 初期2年次

3 和泉　賢明 いずみ　まさあき 初期2年次

4 加藤　愛香里 かとう　あかり 初期2年次

5 近藤　和伸 こんどう　かずのぶ 初期2年次

6 杉山　諒 すぎやま　さとる 初期2年次 1回 H28/6月　「メトホルミン維持投与中に発症したメトホルミン関連乳酸アシドーシスの一例」

7 髙﨑　直 たかさき　ただし 初期2年次 1回 H28/6月　「成人Ｔ細胞白血病・リンパ腫（ATLL）の馬尾神経浸潤の一例」

8 竹川　賢太郎 たけかわ　けんたろう 初期2年次 1回 H27/12月　「頭部外傷による顔面骨骨折・頭蓋底骨折にクモ膜下出血と外傷性脳動脈瘤を合併した1例」

9 永澤　俊 なかさわ　しゅん 初期2年次

10 錦織　宇史 にしごり　たかふみ 初期2年次

11 宮里　篤之 みやざと　あつし 初期2年次 1回 H28/6月　「術後に起きた原因不明の薬剤性免疫性溶血性貧血の1例」

医学会発表一覧

２年次

１年次
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専攻科
県医学会
発表回数

その他学会
発表回数

演題名

1 伊藤　純二 いとう　じゅんじ 放射線科 1回 H27/12月　「喀血を主訴に受診し治療に難渋した非結核性抗酸菌症の一例」

H26/9月　「クリプトコッカス髄膜脳炎に併発したコリネバクテリウム髄膜炎の一例」

H27/6月　「葉間胸水との鑑別を要した原発性肺炎の1例」

H27/8月　「急性心筋梗塞機械的合併症の3例」※

H28/6月　「バルプロ酸関連高アンモニア血症をきたし、低カルニチン血症の影響も考えられた脳性麻痺患者の一例」

H28/6月　「TEVER留置後に発症した急性Ａ型大動脈解離の1手術例」※

H28/7月発表予定　「TEVER留置後に発症した急性Ａ型大動脈解離の1手術例」※

H28/8月発表予定　「気管異物症例の検討～10年間の集計～」※

4 嘉数　昇達 かかず　のりたつ 内科 1回 H27/12月　「内視鏡下ドレナージにてコントロール出来た気管支ろう、結腸ろうを伴った感染性膵のう胞の一例」

5 加藤　実穂 かとう　みほ 小児科

6 北村　卓也 きたむら　たくや 形成外科

H26/12月　「犬が感染源と考えられたBartonella henselae感染症の一例」

H27/6月　「中米ベリーズより来日後にデング出血熱と診断された一例」

8 立花　早人 たちばな　はやと 救急科

9 塚本　裕 つかもと　ゆたか プライマリ

10 松川　格 まつかわ　いたる 小児科

11 平山　結佳子 ひらやま　ゆかこ プライマリ

専攻科
県医学会
発表回数

その他学会
発表回数

演題名

H26/6月　「リツキシマブが著効した難治性血栓性血小板減少性紫斑床の一例」

H27/4月　「バンコマイシン無効のMRSA軟部組織膿瘍に対して長期間のリネゾリド投与が有効であった一例」※

H28/1月　「SLEの経過中に発症したステロイド抵抗性の成人発症still病、血球貪食症候群に対して二重濾過血漿交換
療法（DFPP）とシクロスポリンが著効した1例」※

H28/6月　「不明熱精査中に低心機能および冠動脈病変が判明した若年 HIV 感染症の一例」※

2 小椋　奈緒 おぐら　なお 小児科

3 川浪　淳一 かわなみ　じゅんいち 救急科

4 岸田　みずえ きしだ　みずえ 小児科

5 窪田　圭志 くぼた　よしゆき 小児科

7 高山　朝匡 たかやま　ともただ 小児科 1回 H27/9月　「ビタミンB1欠乏により重度の肺高血圧症を来した1例」

8 中馬　卓也 ちゅうまん　たくや 小児科 1回
H27/9月　「無熱性痙攣重積で発症したmitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-
like episodes(MELAS)の1症例」

H26/6月　 「大腸菌（ESBL産生）の持続性菌血症を来たし、治療に難渋した一例」

H27/9月　「肘内障とみなされていた神経線維腫症1による類もやもや病の1例」

1回 4回※

2回2 稲田　誠 いなだ　まこと 内科

3回※

４年次

３年次

7 白水　雅彦 しらみず　まさひこ プライマリ 2回

3 大山　詔子 おおやま　のりこ 心臓血管外科

1 池田　守登 いけだ　もりと 内科 1回

1回9 野﨑　拓朗 のざき　たくろう 小児科 1回
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Ｈ26/3月　「舞踏運動で発症した偽性 Ib 型副甲状腺機能低下症に免疫治療が有効であった一例」

H27/12月　「パーキンソン病の123I-Ioflupane　ドパミン・トランスポーターSPECTにおけるAsymmetry indexの検討」

11 村山　和世 むらやま　かずよ 小児科

12 吉田　有法 よしだ　とものり 救急科 「闘牛の頭突きによって受傷した外傷性血気胸の1例」

専攻科
県医学会
発表回数

その他学会
発表回数

演題名

H24/12月　「ビタミンB1欠乏による身体合併症をきたした精神科通院患者の2例」

H26/6月　「抗ウイルス療法と同時に、カポジ肉腫に対する化学療法を要したAIDSの一例」

H26/6月　「突然の意識障害にて搬送された両側視床傍正中部梗塞の2例」

H27/3月　「抗NMDA型グルタミンδ2受容体抗体陽性小脳炎の二例」

H27/12月　「EUS-FNAにて起因菌を同定できた胃壁膿瘍の一例」

H28/6月　「三叉神経第一枝領域の帯状疱疹に合併したSIADHの一例」

H25/6月　「初回気管支喘息発作にマイコプラズマ感染症が関与したと思われた1例」

H26/6月　「外傷による皮膚欠損創に対する、人工真皮（インテグラ）を用いた再建術３例」

H26/12月　「深達性組織欠損創に対し創内持続陰圧洗浄療法を行い、有用であった3例」

H27/4月　「深達性組織欠損に対し創内持続陰圧洗浄療法を行い、有用であった3例」※

H27/6月　「洋上救急により搬送された手の外傷3例」

H27/6月　「洋上救急により搬送された手の外傷3例」※

H27/7月　「感染を契機に発見された臓器浸潤を伴う後腹膜巨大リンパ管奇形の1例」※

H27/12月　「先天性眼瞼下垂に対し筋膜吊り上げ術を行った2例」

H28/6月　「感染制御目的に指切断を要した糖尿病性壊疽の1例」

3回 3回

５年次

10 比嘉　真理子 ひが　まりこ 内科 2回

7 永田　恵蔵 ながた　けいぞう 内科

6回 ※3回8 三輪　志織 みわ　しおり 形成外科


