
 

1．論文発表 

感染症学雑誌 第91巻第6 号 

「HIV/HCV 重複感染症例のHCV に対する治療成績と長期予後の検討」 

齊藤誠司１）２）３） 山﨑尚也２）３） 藤井輝久２）３） 高田昇４） 

1）独立行政法人国立病院機構福山医療センター感染症内科，2）広島大学病院輸血部，3）

同エイズ医療対策室，4）中国電力病院臨床検査科 

 

 

２．執筆原稿 

坂田達朗： 

ニューヨークでのエイズ医療研修

Cotherapy １：  ８１－９７、１９９６． 

 
坂田達朗： 

米国AIDS医療の現状 －AIDS社会から学ぶこと－ 

Cotherapy  ２：  ２８－４０、１９９６． 

 
坂田達朗： 

AIDS医療における院内外の活動の実態とその評価 

平成８年度国立病院治療研究業績集  １０９、厚生省保健医療局、１９９６． 

 
坂田達朗： 

エイズ －早期発見で発病阻止－ 

商工ふくやま  ５：  ２３、１９９９． 

 
坂田達朗 

健康相談室 「HIV/エイズ 医療の進歩」太

陽新聞（１２月１４日版）：  ４、２００７． 

 
坂田達朗 

エイズ診療拠点病院、１４年間の歩み 

福山医療センターだより  ４：６－７、２００８． 

 
坂田達朗 

HIV/AIDS 医療チーム発足に向けて 

福山医療センターだより  ６：１１、２００９． 

 
坂田達朗、横山弘美、石黒香澄、三笠かおる、岡田眞喜枝、濱岡照隆、



宮本恵理子、飯塚暁子、清光祐希、野村孝至 

HIV/AIDS 医療チームこそがチーム医療の原点

福山医療センターだより  ３：９－１０、２０１１． 

 

坂田達朗 

HIV/AIDS 急増する福山地区の現況と格段に進歩した抗 HIV 療法

福山医療センターだより  ２：５－６、２０１３． 

 
坂田達朗 

エイズなき時代をめざして 

福山医療センターだより  ７：１、２０１４． 

 
坂田達朗 

エイズなき時代をめざして 

HIV/AIDS の診断 ～見逃さないで急性・慢性 HIV 感染症

～ 福山医療センターだより  ３：１５、２０１５． 

 
坂田達朗 

福山医療センターにおけるエイズ診療を振り返って 

エイズ治療拠点病院診療２０周年記念講演会 

福山医療センターだより  ６：８－９、２０１５． 

 
坂田達朗 

エイズなき時代をめざして 

HIV/AIDS 治療の進歩 ～1 日 1 回 1 錠で治療可能な時代に～ 

福山医療センターだより  ８：  ２１、２０１５． 

 
坂田達朗 

こんな症状はありませんか？ 

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染しているかも知れませんよ。  

福山市医師会いきいき健康メール  ８月号  ２０１５． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．学会発表 

坂田達朗 

エイズ医療のここが知りたい 

―ニューヨークでの医療研修の体験とわが国の現状― 

第９回日本エイズ学会サテライトシンポジウム  平成７年１１月１７日  大阪市 

 
坂田達朗、杉本啓介、淵本康子、高橋正彦、井上雅文、杉山由香、藤田勲生、

堀 圭介、竹本俊二、藤原敬士、妹尾知典、村上敬子、梶川 隆、吉岡敏文、友 

田 純 

カリニ肺炎を発症した AIDS の一例 

第２７回 福山医学会 平成１５年１１月９日 福山市 

 
坂田達朗、高田一郎、丸川将臣、合原大博、藤原敬士、森川民也、寺尾正子、

村上敬子、竹本俊二、金吉俊彦、高畠弘行、梶川隆、池田政憲、下江敬生、 

水野創一、山下安彦、山本雅之、濱岡照隆、角英、岩垣博巳、友田純 

福山医療センターにおける HIV 感染者/AIDS 患者の現状 

第６２回  国立病院総合医学会 平成２０年１１月２１、２２日東京都 

 
久本晃子、坂田達朗、岡村朊香、高田一郎、丸川將臣、友田 純、丹野雄平、

大井長和、上田恭典、高田  昇 

無菌性髄膜炎を併発した急性 HIV 感染症の一例 

第１０１回日本内科学会中国地方会 平成２１年１１月１４日  広島市 

 
坂田達朗、宮阪梨華、渡邊一雄、藤田勲生、堀井城一郎、合原大博、

寺尾正子、豊川達也、村上敬子、金吉俊彦、高畠弘行、竹本俊二、 

梶川 隆、久本晃子、高田一郎、丸川将臣、友田 純 

福山医療センターにおける HIV/AIDS ２３例の検討 

第３３回福山医学会 平成２１年１１月２９日  福山市 

 
濱岡照隆、堀田修次、田阪武志、角 英、宮本恵理子、岡田眞喜枝、

石黒香澄、坂田達朗 

「アドヒアランス不良の HIV 感染患者に対して社会資源を活用した一例」

第２５回日本エイズ学会学術集会・総会 

平成２３年１１月３０日～１２月２日 東京都 

 
坂田達朗、表 静馬、濱岡照隆、石黒香澄、岡田眞喜枝、木梨貴博、   

飯塚暁子、下江敬生、友田 純、和田秀穂 

「インフルエンザ A の罹患を契機にサイトメガロウイルス食道潰瘍 

を診断し、経過中に無菌性髄膜炎を発症した急性 HIV 感染症の一例」 

第２６回日本エイズ学会学術集会・総会 

平成２４年１１月２４日～１１月２６日 横浜市 



 

木梨貴博、坂田達朗、飯塚暁子、船田有里、田阪武志、浅利祥子、

三笠かおる、門田悦子、岡田眞喜枝、石黒香澄、下江敬生 

「ソーシャルワーカーから見た HIV/AIDS 啓発の必要性について」 

第３７回  福山医学会 平成２５年１２月０１日 福山市 

 

 

Takahiro Kinashi, Tatsuro Sakata, Terumi Hisamoto, Akiko Iizuka, 

Yuri Hamano, Ayaka Matsui, Naoyuki Nomura, Sayoko Ohyama, 

Kaoru Mikasa, Mizuho Ohshima, Etsuko Monden, Taira Yano, Keisei 

Shimoe, Seiji Saitou and Hiromi Iwagaki. 

 
Team medical care activities for patients with HIV/ AIDS 

THE   8th   KURE   INTERNATIONAL  MEDICAL  FORUM in  2015 

平成２７年７月２５日 呉市 

 
木梨貴博、坂田達朗、飯塚暁子、舟田有里、松井綾香、野村直幸、久本輝美、  大

山紗よ子、三笠かおる、門田悦子、大島瑞穂 

「備後地区における HIV 感染者／AIDS 患者透析治療支援ネットワーク

構築に向けての取り組み－相互の機能を活かしたネットワーク構築を  

目指して－」 

第３９回  福山医学会 平成２７年１１月１５日 福山市 

 
齊藤誠司、土肥栄祐、飯塚暁子、木梨貴博、舟田有里、大山紗よ子、坂田達朗 

「認知機能低下から HAND を疑い検査を進め、その原因が判明した HIV 

感染例」 

第２９回日本エイズ学会学術集会・総会 

平成２７年１１月３０日～１２月０１日 東京都 

 
Takahiro Kinashi, Tatsuro Sakata, Terumi Hisamoto, Akiko Iizuka, 

Yuri Hamano, Ayaka Matsui, Naoyuki Nomura, Sayoko Ohyama, 

Kaoru Mikasa, Mizuho Ohshima, Etsuko Monden, Taira Yano, Keisei 

Shimoe, Seiji Saitou and Hiromi Iwagaki. 

 
Multidisciplinary team approach to medical care of HIV/AIDS patients 

The 27th Annual Academic Meeting of Rajavithi Hospital 

 

平成２８年２月２４日～２６日 Bangkok, Thailand 

 

 

 

 

 



齊藤誠司、下江敬生、坂田達朗 

「女性パートナーのCMV単核球症を契機に診断に到ったHIV感染例」 

第９１回日本感染症学会総会・学術集会 

平成２９年０４月０６日～０４月０８日       東京都 

 

齊藤誠司、村上由佳、門田悦子、松井綾香、野村直幸、木梨貴博、飯塚暁子 

藤原千尋、坂田達朗 

広島県東部地区におけるエイズ診療状況から地方拠点病院が目指す地域連携 

を考える 

第７１回  国立病院総合医学会  

平成２９年１１月１０、１１日           高松市 

 

齊藤誠司、村上由佳、門田悦子、松井綾香、野村直幸、木梨貴博、飯塚暁子 

藤原千尋、坂田達朗 

「妊婦HIVスクリーニング検査からHIV-2の診断に到った日本人妊婦例」 

第３１回日本エイズ学会学術集会・総会 

平成２９年１１月２４日～１１月２６日       東京都 

 

齊藤誠司、村上由佳、門田悦子、松井綾香、野村直幸、木梨貴博、飯塚暁子 

藤原千尋、坂田達朗 

「福山医療センターの広島県東部地区における活動状況とエイズ中核拠点病院としてのこれ 

からの役割」 

第３２回日本エイズ学会学術集会・総会 

平成３０年１２月２日～１２月４日         大阪市 

 

 

齊藤誠司、村上由佳、門田悦子、松井綾香、野村直幸、木梨貴博、飯塚暁子 

藤原千尋、坂田達朗 

「巨大肺腫瘍による入院が契機となり診断に到ったHIV感染症例」 

第３３回日本エイズ学会学術集会・総会 

平成３１年１１月２７日～１１月２９日       熊本市 

 

 



 

４．中国・四国エイズ治療拠点病院等連絡協議会および広島県エイズ治療中核拠点病

院等連絡協議会・県内医療従事者研修会での報告   

坂田 達朗 

「見逃さないで！  急性 HIV 感染症」 

平成２１年度中国・四国エイズ治療拠点病院等連絡協議会 

平成２１年８月２１日  広島市 

坂田  達朗 

「複数の HIV スクリーニング検査を同時に行うことで即時診断可能と

考えられた急性 HIV 感染症の一例」 

平成２４年度中国・四国エイズ治療拠点病院等連絡協議会 

平成２４年８月２９日  広島市 

 

齊藤 誠司 

「広島県東部地区エイズ治療センターの活動報告と地域連携への取り

組み」 

平成３０年度広島県エイズ治療中核拠点病院等連絡協議会・県内医療従 

事者研修会 

 

齊藤 誠司 

「 コロナ禍における様々な問題から当院のエイズ診療を考える」 

令和２年度広島県エイズ治療中核拠点病院等連絡協議会・県内医療従事 

者研修会 

 

 

 

 
５．地域研修会、研究会での発表 

坂田達朗、濱岡照隆、石黒香澄、岡田眞喜枝、宮本恵理子、飯塚暁子 

「福山医療センターにおけるこれまでの HIV/AIDS 診療」 

 

濱岡照隆、坂田達朗、石黒香澄、岡田眞喜枝、宮本恵理子、飯塚暁子 

「アドヒアランス低下を病院・保健所・NPO・事業所が連携し改善した男性 

AIDS 症例」 

平成２３年度包括的 HIV カウンセリング研修会 

平成２４年３月１７日～１８日  松山市 

 
坂田達朗、濱岡照隆、石黒香澄、岡田眞喜枝、飯塚暁子 

「インフルエンザ A の罹患を契機にエイズ指標疾患 

（サイトメガロウイルス食道潰瘍）を認め、経過中に無菌性髄膜炎を  

発症した急性 HIV 感染症の一例」 

第１１０回  岡山 HIV 診療ネットワーク研究会 



平成２４年７月２４日  倉敷市 

 
坂田達朗、濱岡照隆、岡田眞喜枝、木梨貴博、飯塚暁子、石黒香

澄 、渡邉恵理子 

「統合失調症を背景として 抗HIV 剤服薬アドヒアランスが困難な

HIV 

感染症の一例」 

平成２４年度包括的 HIV カウンセリング研修会 

平成２５年３月９日～１０日 広島市 

 

坂田達朗、石黒香澄、岡田眞喜枝、三笠かおる、田阪武志、舟田有

里、木梨貴博、飯塚暁子 

「意思の疎通が困難で自殺の可能性が危惧される２０代男性エイズ症例」  

平成２５年度包括的 HIV カウンセリング研修会 

平成２６年３月１日～２日 岡山市 

 
坂田達朗、大山紗よ子、三笠かおる、齋藤早苗、木梨貴博、飯塚暁子 

「パートナーに自殺予告宣告した HIV 感染症の一例」

平成２６年度包括的 HIV カウンセリング研修会 

平成２７年３月７日～８日 徳島市 

 
 

坂田達朗、大山紗よ子、村上由佳、三笠かおる、大島瑞穂、野村直

幸、松井綾香、木梨貴博、飯塚暁子 

「アドヒアランス低下が疑われる HIV 感染症の一例」 

平成２７年度包括的 HIV カウンセリング研修会 

平成２８年２月２０日～２１日 福山市 

 

坂田達朗、和田秀穂、齊藤誠司、村上由佳、野村直幸、松井綾香、木梨貴博、飯

塚暁子 

「挙児を希望して女性と結婚した男性同性愛者のHIV感染症例」 

平成２８年度包括的 HIV カウンセリング研修会 

平成２９年２月２５日～２６日 下関市 

 

齊藤誠司、坂田達朗、和田秀穂、村上由佳、野村直幸、松井綾香、木梨貴

博、飯塚暁子 

「播種性結核にてAIDSを発症したインドネシア人女性の転院後の経過」 

平成３１年度包括的 HIV カウンセリング研修会 

平成３１年２月９日～１０日 岡山市 

 

 

 

 

 



6．講演（その他） 

坂田達朗 

「福山医療センターにおけるエイズ診療を振り返って」 

エイズ治療拠点病院診療２０周年記念講演会 

平成２７年０３月２２日  福山市 

 
坂田達朗 

「見逃さないで HIV 感染症 

～早期発見で、 自身と大切なパートナーの命を守りましょう～」 

ABBOTT  FAIR  ２０１５ 福 山 

平成２７年０８月０５日  福山市 

 
坂田達朗 

「福山医療センターにおける HIV/AIDS 診療の取り組み 

～院外処方の現況と地域医療連携も含めて

～」広島県薬剤師会抗 HIV 薬服薬指導研修会 

平成２７年０９月１３日  広島市 
 

坂田達朗 

「HIV/AIDS の基礎知識」 

平成２７年度HIV/AIDS ケアセミナー 平成２７年１１月２１日  尾道市 

 
坂田達朗 

「セクシャルマイノリティへの理解と寛容」 

世界エイズデー in おのみち  尾道で HIV/エイズ・性感染を考える 

平成２７年１２月０１日  FM 尾道 

 
坂田達朗 

「医療従事者における体液暴露予防と事故後の HIV 感染防止対応」

日本鋼管福山病院 院内感染対策研修会 

平成２８年３月２２日 福山市 


