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学術業績

学 会 発 表 業 績
（2018年１月～2018年12月）

院　　長

大橋宗洋・梅村康浩・田中智子・本郷文弥・三木
恒治・浮村　理・田尻達郎・近藤　玄・山田泰広・
八木田和弘：細胞分化障害に関連したマウス・ヒ
ト悪性腫瘍における概日リズム障害〔第27回泌尿
器科分子・細胞研究会〕東京　2018.2.2-3

鴨井和実・馬塲雅人・瀧本啓太・三木恒治：経直腸
的および経会陰的Hybrid…targetingを用いたMRI-
US…fusion生検の試み〔第106回日本泌尿器科学会
総会〕京都　2018.4.20

三木恒治：地域医療構想を先取る！病院再編を行
う上での考え方～統合・連携の先駆者から学ぶ～

〔GHC：病院経営セミナー；済生会滋賀県病院と
守山市民病院の統合〕東京　2018.9.8

三木恒治：Past…and…Future…in…Uro-Oncology…〔Fo-
cal…Therapy…in…Urological…Cancer〕韓国（釜山）
2018.11.10

鴨井和実・…瀧本啓太・…馬塲雅人・…伊狩　亮・…三木
恒治：尿禁制と腫瘍学的コントロールの両立を可
能にするロボット支援前立腺全摘除術〔第32回日
本泌尿器内視鏡学会総会〕仙台　2018.11.27

糖尿病内分泌内科

松井ユカ・清水映里・安田真紀子・菅沼果南・福家
智也（糖尿病療養指導チーム）：高齢者糖尿病患者
の在宅におけるインスリン管理への支援 ～高齢
者総合機能評価を用いた退院支援の検討～〔第36

回滋賀県インスリン治療懇話会〕大津　2018.3.17

福家智也：当院における２型糖尿病診療と地域医
療連携の実際〔草津栗東医師会学術講演会〕草津　
2018.6.30

犬塚　恵・富永真澄・福家智也：脳出血後の続
発性無月経，コルチゾール正常低値で診断に苦
慮したサブクリニカルクッシング症候群の一例

〔第19回日本内分泌学会近畿支部学術集会〕大津　
2018.10.13

消化器内科

宮崎　啓・中西真由子・森田竜一・江口大樹・竹田
善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
胆嚢癌との鑑別が困難であった黄色肉芽腫性胆嚢
炎の一例〔滋賀消化器研究会第80回学術講演会〕
大津　2018.2.17

森田竜一・中西真由子・宮崎　啓・江口大樹・竹田
善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
胃の多発隆起性病変の一例〔びわこ消化器研究会〕
草津　2018.2.22

田中　信・中西真由子・宮崎　啓・森田竜一・
江口大樹・竹田善哉・片山政伸・田中基夫・重松　
忠：症例提示〔第９回びわこIBDセミナー〕草津　
2018.3.10

森田竜一・中西真由子・宮崎　啓・江口大樹・竹田
善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
肝機能異常が先行した膿疱性乾癬の一例〔消化器
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病学会近畿支部会〕大阪　2018.3.17

田中　信・中西真由子・宮崎　啓・森田竜一・
江口大樹・竹田善哉・片山政伸・田中基夫・重松　
忠：当院の高齢者潰瘍性大腸炎症例におけるメサ
ラジン製剤と腎機能に関する検討〔消化器病学会
近畿支部会〕京都　2018.3.17

竹田善哉・中西真由子・宮崎　啓・森田竜一・江口
大樹・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
潰瘍性大腸炎と薬剤不耐症〔潰瘍性大腸炎治療連
携会〕守山　2018.3.22

宮崎　啓・中西真由子・森田竜一・江口大樹・竹田
善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
胃病変の一例〔湖南・東近江消化器カンファレン
ス〕近江八幡　2018.5.24

森田竜一・中西真由子・宮崎　啓・江口大樹・竹田
善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
Ａ型胃炎とHP胃炎が合併した胃に生じた多発胃
神経内分泌腫瘍の一例〔内視鏡学会近畿支部会〕
大阪　2018.5.26

宮崎　啓・中西真由子・森田竜一・江口大樹・竹田
善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
腎細胞癌膵転移との鑑別を要した膵内分泌腫瘍の
一例〔滋賀消化器研究会第81回学術講演会〕大津　
2018.7.14

宮崎　啓・中西真由子・森田竜一・江口大樹・
竹田善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重
松　忠：膵腫瘍の一例〔湖南消化器勉強会〕栗東　　
2018.7.19

森田竜一・中西真由子・宮崎　啓・江口大樹・竹田
善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
A…case…of…malignant…peritoneal…mesothelioma〔癌
治療学会〕横浜　2018.10.20

田中　信・中西真由子・宮崎　啓・森田竜一・江口
大樹・竹田善哉・片山政伸・田中基夫・重松　忠：
当院における膵がん治療の現状〔京都癌研究会〕
京都　2018.11.22

宮崎　啓・中西真由子・森田竜一・江口大樹・
竹田善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重
松　忠：十二指腸乳頭への露出を伴う主膵管内進
展を来した膵神経内分泌腫瘍の一例〔銀杏会〕京都　
2018.11.23

森田竜一・中西真由子・宮崎　啓・江口大樹・
竹田善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　
忠：悪性腹膜中皮腫の一例〔消化器内科・外科カ
ンファレンス〕草津　2018.12.13

循環器内科

今井雄太：Heavily…Calcified…Three-vessel…Disease…
with…LAD…CTO〔Kansai…NEXT…Generation〕大阪　
2018.1.18

今井雄太：強い屈曲により治療に難渋したRCA…
CTOの一例〔KIBC2018〕大阪　2018.1.20

今井雄太：Successful…endovascular…treatment…of
popliteal…artery…chronic…total…occlusion…with…only…
carbon…dioxide…angiography〔JET2018〕大阪　
2018.2.23

今井雄太：逆行性マイクロカテーテルの二度の
変更によりR-CARTに成功したRCA…CTOの一例

〔京滋奈良Intervention…Cardiology研究会〕京都……
2018.2.24

中村隆志：県内の病院でのICT利用状況と課題～
滋賀県病院勤務医連絡協議会のアンケート結果か
ら～〔滋賀県医師会医療機関従事者研修会〕栗東　
2018.3.1
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内橋基樹：Cardiac-specific…Bdh1…overexpression…
ameliorates…oxidative…stress…and…cardiac…remod-
eling… in…pressure…overload-induced…heart… failure…

〔第28回京都府立医科大学学友会青蓮賞受賞講演会〕
京都　2018.3.2

今井雄太：Successful…bailout…of…iatrogenic…left…main…
coronary…artery…thrombosis…by…“pushing…method”…with…
an…extension…catheter〔KCJL2018〕大阪　2018.4.12

今井雄太：ここまでできる！切らずに治すカテー
テル治療の実際〔済生会滋賀県病院　市民公開講
座〕栗東　2018.4.14

水谷駿介・今井雄太：RCA入口部が同定できず緊
急CABGとなったRCA…AMIの２例〔第34回京都心
筋梗塞研究会〕京都　2018.4.21

今井雄太：Successful…bailout…of…iatrogenic…left…main…
coronary…artery…thrombosis…by…“pushing…method”…
with…an…extension…catheter〔TCTAP2018〕ソウル

（korea）2018.4.30

今井雄太：長区間の浅大腿動脈慢性完全閉塞病変
に対して体表面エコーガイドクロッサーシステム
が有効であった一例〔BARD…USERS…MEETING…
2018〕京都　2018.5.26

今井雄太：PCI…ライブデモンストレーション（オ
ペレーター）〔滋賀PCIライブ〕草津　2018.5.31

高原在良・今井雄太：回旋部入口部の限局性狭窄
へのワイヤリングにReverse…wire…techniqueと
Balloon…deflecton…techniqueが有用であった高度
石灰化を伴う左主幹部分岐部病変の１例〔SCIC〕
草津　2018.6.2

今井雄太：Successful…PCI…for…severe…tortuous…RCA…
CTO…with…an…extension…catheter…and…bi-lateral…knuckle…
wire…technique〔CTO…Club…2018〕名古屋……2018.6.16

今井雄太：Pitfalls…of…IVUS-guided…CTO…PCI〔豊橋
ライブデモンストレーション2018〕豊橋……2018.6.21

今井雄太：Successful…bailout…of…iatrogenic…left…main…
coronary…artery…thrombosis…by…“pushing…method”…
with…an…extension…catheter…〔豊橋ライブデモンス
トレーション2018〕豊橋　2018.6.22

今井雄太：Usefulness…of…ultrasound-guided…Crosser…
penetration… for… long…superficial… femoral…artery…
chronic…total…occlusion〔CVIT2018〕神戸……2018.8.4

今井雄太：PCI…ライブデモンストレーション（座長）
〔滋賀PCIライブ〕草津　2018.8.9

今井雄太：CVIT近畿地方会（コメンテーター）
〔第31回日本心血管インターベンション治療学会…
近畿地方会〕豊中　2018.10.13

内橋基樹：著明な屈曲を伴うRCA…CTOに対して
両方向からのナックルワイヤーテクニックを用い
て血行再建に成功した一例〔第31回日本心血管イ
ンターベンション治療学会　近畿地方会〕豊中　
2018.10.13

内橋基樹：リバースワイヤーテクニックの際に
ナックルワイヤーがショートカットして側枝の偽
腔に迷入し２ステントでベイルアウトした一例

〔第31回日本心血管インターベンション治療学会…
近畿地方会〕豊中　2018.10.13

今井雄太：２重にジェイルされた高位側壁枝が責
任病変と疑われた不安定狭心症の一例〔第３回滋
賀県循環器疾患治療研究会〕草津　2018.10.15

今井雄太：Successful…PCI…for…heavy-calcified…RCA…
CTO…overcoming…multiple…complications〔CCT2018〕
神戸　2018.10.27
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今井雄太：Entrapment…of…Gaia…Next… in…Heavy…
Calcified…CTO〔ACT…Program〕ソウル（Korea）
2018.11.6

高原在良・今井雄太：頻脈性心房細動と虚血性心
疾患を合併した１例〔Atrial…Fibrillation…with…Heart…
Failure…Conference〕草津　2018.11.21

今井雄太：Usefulness…of…ultrasound-guided…Crosser…
penetration… for… long…superficial… femoral…artery…
chronic…total…occlusion〔CPAC2018〕豊橋………2018.12.1

今井雄太：TruePath…for…ISR… lesion〔KOKURA…
EVT…Workshop〕北九州　2018.12.4

今井雄太：心筋梗塞例　病着後経過〔済生会滋賀
県病院……プレホスピタル報告会〕栗東……2018.12.6

今井雄太：iFR施行による不安定狭心症誘発が疑
われた頸動脈狭窄症と重症冠動脈病変を合併し
た若年家族性高コレステロール血症患者の一例

〔SCIC〕大津　2018.12.8

腎臓内科

牧石徹也：地域全体で腎臓病の悪化を防ぎましょう
〔守山野洲地域でのCKD対策を考える会〕守山　
2018.5.12

今井伸也・小澤和義・渕上洋子・小野真也・髙橋
弘樹・山本和明・牧石徹也：維持血液透析患者に
おいてADL・筋力がQOLにおよぼす影響〔第63回
日本透析医学会学術集会〕神戸　2018.6.29

田中裕紀：ステロイド治療に抵抗性を示した成人
ネフローゼ症候群の一例〔滋賀腎臨床病理セミ
ナー〕草津　2018.8.29

牧石徹也・小野真也・田中裕紀：維持透析導入
患者における世帯所得と維持透析開始時年齢の

関係〔第48回日本腎臓学会西部学術大会〕徳島　
2018.9.28

黄瀬貴也・高杉夏海・田中まい・澤井舜仁・井上直
子・菅原祥元・牧石徹也：透析機器の更新を経験し
て〔第39回滋賀腎・透析研究会〕大津　2018.10.21

牧石徹也：腎臓を守るためのコツ〔市民公開講座
「あなたの腎臓は大丈夫？慢性腎臓病（CKD）を
知って腎臓を守ろう！」〕大津　2018.10.21

小西　快・小野真也・田中裕紀・牧石徹也：著明
な乳酸アシドーシスを呈した一例〔水電解質セミ
ナー〕大津　2018.12.7

血液内科

北村憲一・口分田美奈・古屋　彩：当院でのDara-
tumumabの使用経験〔滋賀骨髄腫研究会〕大津　
2018.3.9

口分田美奈・北村憲一・古屋　彩：超高齢High…risk…
MDS/AML-MRCに対するAzacitidineの有用性と
安全性の検討〔京滋MDS研究会〕京都……2018.3.16

北村憲一・口分田美奈・古屋　彩：無症候性橋本
病に特発性血小板減少性紫斑病を合併した１症例

〔滋賀血液免疫研究会〕大津　2018.7.28

北村憲一：当院でのビダーザ治療成績．治療方法の
実際と問題点〔大分MDS研究会〕大分……2018.8.31

北村憲一・口分田美奈・古屋　彩：当院でのMF
患者の治療と問題点〔滋賀MPN研究会〕草津　
2018.9.14

口分田美奈・北村憲一・古屋　彩・西村理恵・木藤
克之・安藤　朗：RAEB-tおよびAML患者におけ
るAzacitidineの有用性の検討〔第80回日本血液学
会学術総会〕大阪　2018.10.14
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脳神経内科

藤井明弘・後藤幸大・田邑愛子・武澤秀理・横矢
重臣・加藤寿一・岡　英輝・馬場正道・日野明彦：
頭痛，認知症で発症，脳病変が拡大した71歳，女
性〔第４回京都神経内科ケースカンファレンス〕
京都　2018.1.27

武澤秀理：脳梗塞の新しい治療選択について～脳
血管内治療～〔済生会滋賀県病院80周年記念講演
会〕草津　2018.2.3

藤井明弘・後藤幸大・田邑愛子・武澤秀理・横矢
重臣・加藤寿一・岡　英輝・馬場正道・日野明彦：
頭痛，認知症で発症，脳病変が拡大した71歳，女性

〔第104回滋賀県臨床神経勉強会〕大津……2018.2.16

藤井明弘・後藤幸大・田邑愛子・武澤秀理・横矢
重臣・加藤寿一・岡　英輝・馬場正道・日野明彦：
脳血管炎との鑑別に苦慮し，脳病理より神経サル
コイドーシスが疑われた１例〔第110回日本神経
学会近畿地方会〕京都　2018.3.11

武澤秀理・勝盛哲也・田邑愛子・藤井明弘・後藤
幸大・横矢重臣・岡　英輝・橋本洋一・日野明彦：
急性期再開通療法48例のうち頸動脈ステント留置
術を施行した５例の検討〔第43回日本脳卒中学会
学術集会〕福岡　2018.3.15

藤井明弘・武澤秀理・田邑愛子：当院における特
殊な脳梗塞病型の検討〔第43回日本脳卒中学会〕
福岡　2018.3.17

田邑愛子・武澤秀理・藤井明弘：small…vessel…disease
としての小脳白質病変〔第43回日本脳卒中学会〕
福岡　2018.3.17

武澤秀理：脳梗塞における急性期再開通治療〔日本
製薬株式会社社外講師勉強会〕草津　2018.3.19

武澤秀理：Wingspan留置時にstent血栓症をきたし
た１例〔京都血管内治療研究会〕京都　2018.3.24

藤井明弘・武澤秀理・田邑愛子：当院過去７年間
の髄膜炎・脳炎の検討〔第59回日本神経学会学術
大会〕札幌　2018.5.24

田邑愛子・武澤秀理・藤井明弘：small…vessel…disease
としての小脳白質病変〔第59回日本神経学会学術
大会〕札幌　2018.5.24

武澤秀理・勝盛哲也・田邑愛子・藤井明弘・後藤
幸大・横矢重臣・岡　英輝・橋本洋一・日野明彦：
急性期再開通療法53例のうち頸動脈ステント留置
術を施行した７例の検討〔第59回日本神経学会学
術大会〕札幌　2018.5.26

藤井明弘・武澤秀理・深沢良輔：髄液中HSV陰性化
後も脳病変が拡大したヘルペス脳炎の一例〔第105
回滋賀県臨床神経勉強会〕大津　2018.6.1

武澤秀理：Wingspan留置時にstent血栓症をきたし
た１例〔第10回近畿脳血管障害カンファレンス〕
大阪　2018.6.2

藤井明弘・武澤秀理・深沢良輔：HSV陰性化後の
病勢悪化に抗NMDA受容体抗体の関与が疑われ
たヘルペス脳炎の１例〔第111回日本神経学会近
畿地方会〕大阪　2018.7.21

武澤秀理：合同企画「急性期再開通療法の現状と
課題－急性期脳卒中医療体制の未来像を探る－」
ある地方民間病院の現状と問題点〔第76回日本脳
神経外科学会近畿支部学術集会〕大阪　2018.9.8

武澤秀理・勝盛哲也・緒方彩華・西井　翔・後藤
幸大・横矢重臣・岡　英輝・日野明彦・深沢良輔・
藤井明弘：Distal…access…catheter…（TACTICSⓇ）を
用いて遠位脳動脈瘤塞栓術を行った二例〔第５
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回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会〕大阪　
2018.9.8

武澤秀理・勝盛哲也・緒方彩華・西井　翔・後藤
幸大・横矢重臣・岡　英輝・日野明彦・深沢良輔・
藤井明弘：Distal…access…catheter…（TACTICSⓇ）
を用いることで瘤内塞栓術に成功した中大脳動脈
遠位部感染性破裂脳動脈瘤の一例〔脳血管内治療
ブラッシュアップセミナー2018〕神戸……2018.9.13

緒方彩華・武澤秀理・西井　翔・後藤幸大・横矢
重臣・岡　英輝・日野明彦・勝盛哲也・…深沢良
輔・藤井明弘：…左総頚動脈起始部急性閉塞症に対
し，経皮的血管形成術にて再開通を得た一例〔脳
血管内治療ブラッシュアップセミナー2018〕神戸　
2018.9.13

深沢良輔・武澤秀理・藤井明弘・緒方彩華・西井
翔・後藤幸大・横矢重臣・岡　英輝・日野明彦・…勝
盛哲也：急性脳主幹動脈閉塞に対する血管内治療
の現状〔Stroke…Forum…in…Shiga〕草津　2018.10.4

Takezawa…H,…Katsumori…T,…Tamura…A,…Fujii…A,…
Ogata…A,…Goto…Y,…Yokoya…S,…Oka…H,…Hino…A:…Which…
is…better…endovascular… therapy… for…extracranial…
internal…or…common…carotid…artery…atherosclerotic…
occlusion:… stenting…or…angioplasty…alone?〔11th…
World…Stroke…Congress〕Canada……2018.10.17

深沢良輔・武澤秀理・辻有希子・能登祐一・馬場
雅人・藤井明弘：ペムブロリズマブ投与中に重症
筋無力症様の症状を呈した一例〔第20回京滋神経
免疫フォーラム〕京都　2018.10.20

藤井明弘：眩暈の原因と危険な眩暈〔第14回滋放
技…救急画像研究会〕草津　2018.11.8

深沢良輔・石井亮太郎・武澤秀理・藤井明弘・水
野敏樹：街宣車の車上等運動員（ウグイス嬢）の
仕事中に発症した可逆性脳血管攣縮症候群の一例

〔第46回日本頭痛学会〕大阪　2018.11.16

武澤秀理：Trans…Intercavernous…sinus…approachで
治療したCSdAVFの２例〔Dural症例検討会〕…大阪　
2018.11.17

武澤秀理・勝盛哲也・緒方彩華・西井　翔・後藤
幸大・横矢重臣・岡　英輝・日野明彦・深沢良輔・
藤井明弘：緊急脳血管内血行再建術における治療
適応をMRI/MRAからCT/CTAに変更すること
による時間短縮効果〔第34回NPO法人日本脳神経
血管内治療学会学術総会〕仙台　2018.11.23

深沢良輔・齋藤光象・水野敏樹：化膿性椎間板炎に
広範な脊髄硬膜外膿瘍と頭蓋内膿瘍を合併した一
例〔第36回日本神経治療学会〕東京　2018.11.25

武澤秀理：病院前と病院内の連携～脳梗塞～〔済
生会滋賀県病院プレホスピタル活動報告会〕栗東　
2018.12.6

深沢良輔・武澤秀理・辻有希子・能登祐一・馬場
雅人・藤井明弘：ペムブロリズマブ投与中に重症
筋無力症様の症状を呈した一例〔第112回神経学
会近畿地方会〕大阪　2018.12.8

武澤秀理：私の考える…Solitaire…Platinumの使い方
〔LINQ…NET…Conference…関西〕大阪……2018.12.21

疼痛・緩和ケア科

権　哲：悪性リンパ腫寛解後の非がん性慢性疼痛
でオピオイド依存離脱後にケミカルコーピング
を呈した一例〔第47回日本慢性疼痛学会〕大阪　
2018.2.16

権　哲・西村美弥子・北野香苗・今井伸也・山極
恒平・伴　正・赤澤昌代・日置康志・野土信司・三
木恒治・細川豊史：調剤薬局の薬剤師と緩和ケア
チームスタッフの顔の見える関係作りの促進〔第
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23回日本緩和医療学会学術集会〕神戸……2018.6.15

権　哲・深澤圭太：薬物療法と併用した神経ブ
ロック治療ストラテジー〔第52回ペインクリニック
学会学術集会〕東京　2018.7.20

小 児 科

伊藤英介：日本小児科学会小児診療初期対応コー
ス（JPLS）のエッセンス〔第121回日本小児科学会〕
福岡　2018.4.21

大島理利・松川幸弘・龍神布紀子・野澤正寛・中島　
亮・伊藤英介・一岡聡子・坂井智行・澤井俊宏：
溶連菌感染後急性糸球体腎炎により後頭部可性白
質脳症を発症した女児例〔第79回滋賀地方会〕大津　
2018.5.13

伊藤英介：日本小児科学会小児診療初期対応コー
ス（JPLS）アンケート結果〔第21回外来小児科学
会実習指導者研修会〕西宮　2018.7.29

大島理利・中井真由美・龍神布紀子・中島　亮・
伊藤英介：母体脳卒中に対して緊急全身麻酔下手
術後にsleeping…babyとして出生した２症例〔第17
回滋賀県新生児研究会〕大津　2018.11.10

外　　科

辻浦雅浩・高嶋祐助・芝本　純・河村雪乃・西田
真衣子・平本秀一・越智史明・中島　晋・藤山准
真・増山　守：当院における80歳以上の高齢者に
対する胃癌切除症例の現状－85歳未満と85歳以上
の比較を中心に－〔第90回日本胃癌学会総会〕横浜　
2018.3.8

高嶋祐助・芝本　純・平本秀一・越智史明・辻浦
誠浩・中島　晋・藤山准真・増山　守：外傷性鈍的
胃破裂の１例〔第54回日本腹部救急医学会総会〕
東京　2018.3.8

芝本　純・高嶋祐助・中島　晋：乳糜腹水を伴っ
た小腸捻転症の１例〔第54回日本腹部救急医学会
総会〕東京　2018.3.9

中島　晋・芝本　純・高嶋祐助・平本秀一・越智
史明・辻浦誠浩・藤山准真・増山　守：大腸悪性
狭窄に対する緩和的大腸ステントの有用性〔第54
回日本腹部救急医学会総会〕東京　2018.3.9

越智史明：当科における胃癌肝転移切除症例の検
討〔第90回日本胃癌学会総会〕横浜　2018.3.9

辻浦誠浩・高嶋祐助・芝本　純・河村雪乃・西田麻
衣子・平本秀一・越智史明・中島　晋・藤山准真・
増山　守：当院における80歳以上の高齢者に対す
る腹腔鏡下胃癌切除症例の現状と短期手術成績の
検討〔第118回日本外科学会定期学術集会〕東京　
2018.4.6

中島　晋：左側閉塞性大腸癌に対する大腸ステン
ト留置症例の治療成績〔第118回日本外科学会定期
学術集会〕東京　2018.4.7

河村雪乃・西田麻衣子・森田　翠・芝本　純・高嶋
祐助・平本秀一・越智史明・辻浦誠浩・中島　晋・
藤山准真・増山　守：ゾレドロン酸抵抗性悪性腫
瘍随伴高Ca血症による全身衰弱に対しデノスマ
ブが著効した一例〔第26回日本乳癌学会学術総会〕
京都　2018.5.16

西田真衣子・河村雪乃・芝本　純・高嶋祐助・平本
秀一・森田　翠・越智史明・辻浦誠浩・中島　晋・
藤山准真・増山　守：背景乳腺濃度とトモシンセ
シスの有用性の検討について〔第26回日本乳癌学
会学術総会〕京都　2018.5.18

Tsujiura…M,…Hiki…N:“PANCREAS-COMPRES-
SIONLESS…GASTRECTOMY”:…A…NOVEL…LAPA-
ROSCOPIC…APPROACH…FOR…SUPRAPANCRE-
ATIC…LYMPH…NODE…DISSECTION〔第26回欧州
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内視鏡外科学会会議　26th…International…Congress…
of…the…EAES〕ロンドン　2018.5.31

中島　晋・芝本　純・髙嶋祐助・平本秀一・越智
史明・辻浦誠浩・藤山准真・増山　守：左側閉塞性大
腸癌に対する術前ステント留置の有用性の検討〔第
73回日本消化器外科学会総会〕鹿児島……2018.7.11

辻浦誠浩・山本太雅・平本秀一・越智史明・中島　
晋・藤山准真・増山　守：当院における80歳以上
の高齢者に対する胃癌切除症例における術前輸血
の有無別の比較検討〔第73回日本消化器外科学会
総会〕鹿児島　2018.7.12

中島　晋・山本大雅・河村雪乃・西田真衣子・
平本秀一・石本武史・辻浦誠浩・望月　聡・増山　
守：高齢者大腸癌に対する腹腔鏡手術の短期成績

（Short-term…Outcomes…of…Laparoscopic…Surgery…for…
Colorectal…Cancer…in…the…Elderly…Patients.）〔第56回
日本癌治療学会学術集会〕横浜　2018.10.19

河村雪乃・西田麻衣子・森田　翠・田口哲也：転
移性乳がんによる難治性の液性高カルシウム結晶
に対しデノスマブが有功であった症例〔第56回日
本癌治療学会学術集会〕横浜　2018.10.19

中島　晋・山本大雅・平本秀一・石本武史・辻浦
誠浩・望月　聡・増山　守：超高齢大腸癌患者に
対する腹腔鏡下手術の治療成績〔第73回日本大腸
肛門病学会学術集会〕東京　2018.11.10

石本武史・大澤るみ・菅沼　泰・能見伸八郎：機
能的端々吻合を伴う大腸切除術後のSSI発生因子の
検討〔第73回日本大腸肛門病学会学術集会〕東京　
2018.11.10

中島　晋・石本武史・山本大雅・平本秀一・辻浦　
誠浩・望月　聡・増山　守：再発を繰り返した直
腸脱に腹腔鏡下直腸固定術を施行した１例〔第25
回滋賀内視鏡手術研究会〕草津　2018.11.17

石本武史・山本大雅・河村雪乃・平本秀一・辻浦　
誠浩・望月　聡・中島　晋・増山　守：当院にお
ける腸閉塞に対する腹腔鏡手術の適応と治療成績

〔第25回滋賀内視鏡手術研究会〕草津……2018.11.17

平本秀一：非閉塞性腸管虚血症に対して術中ICG
蛍光法が有用であった例〔第80回日本臨床外科学
会総会〕東京　2018.11.22

河村雪乃・西田真衣子・森田　翠・山本太雅・平本
秀一・石本武史・望月　聡・辻浦誠浩・中嶋　晋・
増山　守：トモシンセシス再構成2D画像によるカ
テゴリー変化の検討・それによる課題〔第28回日
本乳癌検診学会学術総会〕大阪　2018.11.23

中島　晋・山本大雅・平本秀一・石本武史・辻浦　
誠浩・望月　聡・増山　守：当院における高齢者
大腸癌に対する手術症例の検討〔第80回日本臨床
外科学会総会〕東京　2018.11.24

辻浦誠浩・山本太雅・平本秀一・石本武史・望月
聡・中島　晋・増山　守：当院での80歳以上の高
齢者・胃癌切除症例における術前輸血の有無別の
比較検討〔第80回日本臨床外科学会総会〕東京　
2018.11.24

石本武史・山本大雅・河村雪乃・平本秀一・辻浦
誠浩・望月　聡・中島　晋・増山　守：絞扼性
イレウスにおけるICG蛍光法による腸管血流評価
の有用性〔第80回日本臨床外科学会総会〕東京　
2018.11.24

石本武史：当院における腸閉塞に対する腹腔鏡手
術の適応と治療成績〔第31回日本内視鏡外科学会
総会〕福岡　2018.12.7

中島　晋：当院における高齢者に対する腹腔鏡下
大腸癌手術症例の検討〔第31回日本内視鏡外科学
会総会〕福岡　2018.12.7
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辻浦誠浩：#6…リンパ節の亜分類（#6a/#6v/#6i）
を意識した幽門下リンパ節郭清のコツ〔第31回日
本内視鏡外科学会総会〕福岡　2018.12.8

整形外科

森崎真介・小田　良・藤原浩芳…：当院における小
児上腕骨内側上顆骨折の治療成績〔第30回日本肘
関節学会〕東京　2018.2.16

森崎真介・藤原浩芳・土田真嗣・小田　良：当院
における小児上腕骨外側顆骨折の治療成績〔第61
回日本日本手外科学会学術集会〕東京……2018.4.26

森崎真介・土田真嗣・小田　良・藤原浩芳：上腕
部での癒着が原因になった高位尺骨神経麻痺の
１例〔第29回日本末梢神経学会学術集会〕下関　
2018.9.7

森崎真介・瀬谷　崇・藤井　俊・石橋秀信・竹下　
博志・吉岡　誠：両第３中手骨骨頭に生じた骨軟
骨腫の１例〔第131回中部整形外科災害外科学会〕
倉敷　2018.10.5

瀬谷　崇・森崎真介・藤井　俊・加太祐吉・竹下
博志・吉岡　誠：小児の急性踵骨骨髄炎の１
例〔第131回中部整形外科災害外科学会〕倉敷　
2018.10.5

竹下博志・大藪　寛・藤井　俊・加太佑吉・石橋
秀信・森崎真介：高齢者軸椎歯突起骨折前方骨損例
に対しテリパラチドが有効であった１症〔第131回
中部整形災害外科学会学術集会〕倉敷……2018.10.6

竹下博志・…石橋秀信・…古田大輔・…大藪　寛・…平岡
延之：脊椎変性疾患に対する新規パスの運用と入
院日数…（６か月間比較）〔第19回日本クリニカルパ
ス学会学術集会〕函館　2018.10.12

古田大輔・…石橋秀信・…竹下博志・…福森亮介：

EFデータを活用した頚椎後方除圧術パスの作成
〔第19回日本クリニカルパス学会学術集会〕函館　
2018.10.13

佐藤史英・藤井　俊・加太佑吉・阪田宗弘・山田　
学・大宝英悟・森崎真介・平岡延之・竹下博志・吉岡　
誠：外重度足関節開放性脱臼骨折の１例〔第38回
滋賀県整形外科医会学術集会〕大津　2018.11.17

森崎真介：前腕から手背にかけての骨，伸筋腱の欠
損を伴う挫滅創の１例〔第45回マイクロサージャ
リー学会学術集会〕大阪　2018.12.6

形成外科

辻子祥子：陰圧閉鎖療法を併用し良好な治癒を得
た下腿開放骨折の一例〔第10回二本創傷外科学会
総会〕さいたま　2018.7.5-6

脳神経外科

横矢重臣・岡　英輝・後藤幸大・日野明彦：Sandwich…
stump…sign：aberrant…branchにて遠位の血流が保
たれた内頚動脈閉塞症の診断に有用な超音波所見

〔第43回日本脳卒中学会学術集会〕福岡……2018.3.16

緒方彩華・後藤幸大・岡　英輝・横矢重臣・日野
明彦：脳室内出血で発症したもやもや病に伴う遠
位部前脈絡叢動脈瘤の１手術例〔第75回日本脳神
経外科学会近畿支部学術集会〕大阪　2018.4.7

緒方彩華・西井　翔・後藤幸大・横矢重臣・岡　英
輝・日野明彦・中川哲也・馬場正道：卵管癌の脳
転移の１例〔第76回日本脳神経外科学会近畿支部
学術集会〕大阪　2018.9.8

横矢重臣・日野明彦・緒方彩華・西井　翔・後藤
幸大・岡　英輝：「糸」支援下にclippingした症例

〔第６回NPO法人多摩脳神経外科セミナー〕東京　
2018.9.8
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横矢重臣・日野明彦・緒方彩華・西井　翔・後藤
幸大・岡　英輝：脳深部の血管損傷に対して縫合
糸を損傷部位にかけ動脈瘤クリップで固定する方
法〔第77回日本脳神経外科学会学術総会〕仙台……
2018.10.10

岡　英輝・日野明彦・緒方彩華・西井　翔・横矢
重臣：未破裂脳動脈瘤近傍の黒色点状所見の分
析〔日本脳神経外科学会第77回学術総会〕仙台　
2018.10.11　

緒方彩華・日野明彦・岡　英輝・西井　翔・横矢
重臣・武澤秀理：対側低形成の出血性椎骨動脈解
離性動脈瘤に対してステントとコイルを層状に重
ねて治療した一例〔日本脳神経外科学会第77回学
術総会〕仙台　2018.10.11

西井　翔・岡　英輝・緒方彩華・後藤幸大・横矢
重臣・日野明彦：妊娠関連の出血性脳卒中に関す
る検討〔日本脳神経外科学会　第77回学術総会〕
仙台　2018.10.11

後藤幸大・緒方彩華・西井　翔・横矢重臣・岡　
英輝・日野明彦：頭蓋頚椎移行部動静脈瘻の外科
治療〔日本脳神外科学会第77回学術総会〕仙台　
2018.10.13

後藤幸大・岡　英輝・緒方彩華・西井　翔・横矢
重臣・日野明彦：鋳型状脳室内血腫に対する内視
鏡下血腫除去術－脳室ドレナージで残存した血腫
に対する治療について－〔第25回日本神経内視鏡
学会〕新潟　2018.10.26

泌尿器科

鴨井和実：ロボット支援手術の展望－前立腺全摘
除術－〔済生会滋賀県病院創立80周年記念講演会〕
草津　2018.2.3

鴨井和実：泌尿器科におけるMRI診断の活用：

Fusion生検〔第12回Prostate…Cancer…Forum〕仙台　
2018.2.10

鴨井和実：MRI-US…fusion生検に基づいた3D-Cancer…
Mapとその臨床応用〔第４回日本泌尿器癌局所療
法研究会〕東京　2018.2.17

鴨井和実・馬塲雅人・瀧本啓太・三木恒治：経直腸
的および経会陰的Hybrid…targetingを用いたMRI-
US…fusion生検の試み〔第106回日本泌尿器科学会
総会〕京都　2018.4.18

Kamoi…K:…Hybrid… targeting…by… transrectal…and…
transperineal…approach…for…MRI-US…fusion…prostate…
biopsy〔16th…Urological…Association…of…Asia…Con-
gress…2018〕京都　2018.4.19

鴨井和実：前立腺がんに対するロボット支援前立
腺全摘除術〔市民公開講座〕草津　2018.5.26

鴨井和実：CT画像および臨床データを用いた腎腫
瘍の病理予測〔済生会泌尿器科医会〕福岡……2018.6.2

瀧本啓太：腎腫瘍に対する凍結療法の初期経験
〔済生会泌尿器科医会〕福岡　2018.6.2

鴨井和実・瀧本啓太・馬塲雅人・伊狩　亮・三木
恒治：Likert…scale，PIRADS…scale，PSA…densityに
よるMRI-US…fusion生検効率のROC解析〔第６回泌
尿器画像診断・治療技術研究会〕京都　2018.9.29

鴨井和実・瀧本啓太・馬塲雅人・伊狩　亮・三木
恒治：3D-Cancer…Mappingガイド下ロボット支援
前立腺全摘除術は局所浸潤性前立腺癌に対する機
能的予後と腫瘍学的予後を改善させる〔第56回日
本癌治療学会学術集会〕横浜　2018.10.19

鴨井和実：泌尿器科におけるMRI診断の活用：
Fusion生検〔第24回東京前立腺癌フォーラム〕東京　
2018.10.27
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鴨井和実：泌尿器科におけるMRI診断の活用：
Fusion生検と3D-Cancer…Map〔第70回西日本泌尿
器科学会総会〕長崎　2018.11.2

Kamoi…K:…Cartography-based…targeted…focal…treat-
ment:…a…new…paradigm〔PUA…masterclass…work-
shop〕マニラ　2018.11.24

鴨井和実・瀧本啓太・馬塲雅人・伊狩　亮・三木
恒治：尿禁制と腫瘍学的コントロールの両立を可
能にするロボット支援前立腺全摘除術〔第32回日
本泌尿器内視鏡学会総会〕仙台　2018.11.27

Kamoi…K:…Transrectal…or…Transperineal…approach…
and…How…to…perform…biopsy…under…local…anesthesia

〔Targeted…prostate…biopsy…workshop〕バンコク　
2018.12.12

産婦人科

全　梨花・中川哲也・四方寛子：当院で経験した
妊娠中の頭蓋内出血の２例〔平成30年度滋賀県産
科婦人科医会第１回学術研修会〕大津……2018.6.17

全　梨花・中川哲也・四方寛子：分娩経過中にくも
膜下出血を発症した１例〔第139回近畿産科婦人
科学会学術集会周産期研究部会〕大阪……2018.10.7

耳鼻咽喉科

松下大樹・只木信尚：当院における扁桃周囲膿瘍
の臨床的検討〔第37回滋賀臨床耳鼻咽喉科セミ
ナー〕草津　2018.10.13

放射線科

会田和泰・河上享平・渡邊　翔・山田香菜子・
浅井俊輔・勝盛哲也：眼球内シリコンオイル脳
室内迷入の１例〔済生会滋賀県病院集談会〕栗東　
2018.3.10

Katsumori…T:…Meet…the…experts:…UAE…technique…
and…tips〔第47回日本IVR学会総会・第13回国際
IVRシンポジウム〕東京　2018.5.31-6.2

吉川達也・勝盛哲也・戸山保千代・秋山新平・安部
真由・中川哲也・四方寛子：分娩に伴う腟裂傷に
対してTAEによって止血し得た２例〔第65回関西
IVR研究会〕大阪　2018.6.30

麻 酔 科

野土信司・西脇侑子・田村純子・佐藤智世里・生田　
結・岡本ゆう…：身長から簡便に胸椎や腰椎の長さ
を推定できるか？－硬膜外麻酔におけるより正確
な穿刺椎間の特定を目指して（第３報）－〔第65回
日本麻酔科学会学術集会〕横浜　2018.5.17

吉井龍吾・野土信司・岡本文乃・竹下博志・國崎…
嘉人・上林昭景：患者の身長を参考にして下部胸
椎の椎間レベルを正確に特定する方法－硬膜外麻
酔におけるより正確な穿刺椎間の特定を目指して

（最終報）－〔第65回日本麻酔科学会学術集会〕横浜　
2018.5.17

井上咲花・…小嶋亜希子・…佐田蓉子・…赤澤舞衣・…福
島　豊・…北川裕利：肝不全による難治性大量腹水
に対するTIPS手術の全身麻酔管理〔第65回日本麻
酔科学会学術集会〕横浜　2018.5.17

西脇侑子・伊藤一樹・岩本貴志・中西美保・岩下…
成人・福井　聖：帯状疱疹後神経痛を疑われた胸
椎転移の１症例〔第48回関西ペインクリニック学
会学術集会〕大阪　2018.6.2

西脇侑子・伊藤一樹・岩本貴志・中西美保・岩下…
成人・福井　聖：腰椎脊柱管狭窄症術後の腰痛に
パーキンソン病が関与していた１症例〔日本ペイ
ンクリニック学会第52回大会〕東京　2018.7.20

佐々木一真・生田　結・佐藤智世里・…田村純子・
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岡本ゆう・上林昭景：迅速な対応により救命し得
た脳出血合併HELLP症候群の麻酔経験〔日本麻酔
科学会2018年度支部学術集会〕大阪　2018.9.1

佐々木一真・生田　結・佐藤智世里・田村純子・
岡本ゆう・上林昭景：迅速な対応により救命し得
た脳出血合併HELLP症候群の麻酔経験〔第63回関
西支部学術集会〕大阪　2018.9.1

佐藤智世里・吉井龍吾・生田　結・岡本ゆう・野土
信司：妊娠後期に発症し治療が奏功した頭蓋内出
血２症例の検討〔日本臨床麻酔学会第38回大会〕
北九州　2018.11.1

病理診断センター

藤井明弘・後藤幸大・田邑愛子・武澤秀理・横矢
重臣・加藤寿一・岡　英輝・馬場正道・日野明彦：
頭痛，認知症で発症，脳病変が拡大した71歳，女
性〔第４回京都神経内科ケースカンファレンス〕
京都　2018.1.27

藤井明弘・後藤幸大・田邑愛子・武澤秀理・横矢
重臣・加藤寿一・岡　英輝・馬場正道・日野明彦：
頭痛，認知症で発症，脳病変が拡大した71歳，女性

〔第104回滋賀県臨床神経勉強会〕…大津……2018.2.16

藤井明弘・後藤幸大・田邑愛子・武澤秀理・横矢
重臣・加藤寿一・岡　英輝・馬場正道・日野明彦：
脳血管炎との鑑別に苦慮し，脳病理より神経サル
コイドーシスが疑われた１例〔第110回日本神経
学会近畿地方会〕京都　2018.3.11

森田竜一・片山政伸・宮崎　啓・江口大樹・竹田
善哉・伏木邦博・田中　信・田中基夫・重松　忠・
馬場正道・山口寛二：肝機能異常が先行した膿疱
性乾癬の一例〔第108回日本消化器病学会近畿支
部例会〕京都　2018.3.17

山口美奈・佐久山陽・加藤　誠・馬場正道：線維

上皮性腫瘍に併存した若年乳癌２例〔第26回日本
乳癌学会学術総会〕京都　2018.5.18

森田竜一・片山政伸・宮崎　啓・江口大樹・竹田
善哉・伏木邦博・田中　信・田中基夫・重松　忠・
馬場正道：Ａ型胃炎にヘリコバクターピロリ胃炎
が合併した胃に生じた，多発神経内分泌腫瘍の一
例〔第100回日本消化器内視鏡学会近畿支部例会〕
大阪　2018.5.26

嶋村成美・馬場正道・前田賢矢・上林悦子・西野
俊博・植田正己・加藤寿一・加藤元一・全　梨花・
中川哲也：臍炎治療経過中に大量腹水にて発症し
た卵巣・子宮体部二重癌の一例〔第59回日本臨床
細胞学会総会（春期大会）〕札幌　2018.6.2

加藤寿一・馬場正道・中島　晋・増山　守・重松　
忠・加藤元一・森谷鈴子・九嶋亮治・杉原洋行：
RAS遺伝子変異を示す大腸癌と形質発現，p53お
よびHER2過剰発現との関連性〔第107回日本病理
学会総会〕札幌　2018.6.22

宮﨑　啓・中西真由子・森田竜一・江口大樹・竹田
善哉・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠・
加藤寿一・馬場正道：腎腫瘍膵転移との鑑別を要
した膵神経内分泌腫瘍の１例〔第81回滋賀消化器
研究会学術講演会〕大津　2018.7.14

森田竜一・田中　信・中西真由子・宮﨑　啓・江口
大樹・竹田善哉・片山政伸・田中基夫・重松　忠・
加藤寿一・馬場正道：診断に苦慮した悪性腹膜中
皮腫の一例〔第56回日本癌治療学会学術集会〕横浜　
2018.10.19

平泉志保・塩見直人・加藤寿一・馬場正道：原因不明
の痙攣と心肺停止を繰り返して死に至った一剖検例

〔平成30年度草津栗東医師会CPC〕草津……2018.10.27

加藤寿一・馬場正道・北村憲一・平本秀一・増山　
守・加藤元一・杉原洋行・森谷鈴子・九嶋亮治：Mott…
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cellの目立つ低悪性度リンパ腫の一例〔第65回日
本臨床検査医学会学術集会〕東京　2018.11.17

嶋村成美・植田正己・上林悦子・前田賢矢・西野俊
博・加藤寿一・馬塲雅人・伊狩　亮・瀧本啓太・
勝盛哲也・馬場正道：膀胱原発神経内分泌腫瘍の
２例〔第56回滋賀県臨床細胞学会学術集会〕守山　
2018.12.22

救急集中治療科

野澤正寛・越後　整・太田恵理子・小池竜介・枚田
敏幸・塩見直人：当院における新たな災害訓練の
取り組み－通常診療から災害モードへの移行と
病院避難の検証－〔第23回日本集団災害医学会〕
横浜　2018.2.3

平泉志保・越後　整・加藤文崇・川合喬之・福田
将啓・塩見直人：後天性第13因子欠乏症による腰
椎硬膜外血腫を繰り返した１例〔第45回日本集中
治療医学会〕千葉　2018.2.22

塩見直人・越後　整：手術を施行した軽症・中
等症頭部外傷患者の転帰要因－JNTDB2009登録
症例の検討－〔第41回日本脳神経外傷学会〕東京　
2018.2.24

野澤正寛・丸尾良浩：滋賀県内の保育施設におけ
るジアゼパム坐薬挿入に関する現状調査〔第78回
日本小児科学会滋賀地方会〕大津　2018.5.13

塩見直人：軽症頭部外傷への対応－CT施行基準と
フォローアップについて－〔第38回日本脳神経外科
コングレス〕大阪　2018.5.18

山田章子・喜多秀樹・吉田紀子・平泉志保・加藤文
崇・野澤正寛・越後　整・塩見直人：病院前救急診
療における自動胸骨圧迫装置の適応に関する検討
〔第21回日本臨床救急医学会〕名古屋　2018.6.1

野澤正寛・松浦　潤・熊田知浩・塩見直人：ドク
ターヘリ基地病院の小児救急医と県内基幹病院と
の在宅医療児に対する連携〔第32回小児救急医学
会〕つくば　2018.6.2

尾島由美・松浦　潤・野澤正寛・中島　亮・吉田
紀子・塩見直人：病院前救急の現場から救命救急
センターにおけるグリーフケア指針作成への取り
組み〔第32回小児救急医学会〕つくば　2018.6.2

越後　整・野澤正寛・加藤文崇・平泉志保・松浦　　
潤・塩見直人：重症急性硬膜下血腫に対するNon-
Hybrid…ERにおける緊急減圧術の治療効果〔第32
回日本外傷学会〕京都　2018.6.21

加藤文崇・川合喬之・福田将啓・松浦　潤・平泉
志保・野澤正寛・越後　整・塩見直人：当院にお
ける馬による外傷症例についての検討〔第32回日
本外傷学会〕京都　2018.6.21

平泉志保・越後　整・野澤正寛・岩田賢太朗・松浦　
潤・九住龍介・日野篤信・塩見直人：軽症中等症急
性硬膜下血腫の転帰要因に関する検討〔第32回日本
外傷学会〕京都　2018.6.21

塩見直人・越後　整・平泉志保・野澤正寛・後藤
幸大・横矢重臣・岡　英輝・日野明彦：脳死患者
に対する選択肢提示の時期と方法－自験例からの
考察－〔第31回日本脳死・脳蘇生学会　総会・学
術集会〕高槻　2018.6.24

末松泰到・若原聖徳・小池竜介・野村昌夫・吉田紀
子・平泉志保・野澤正寛・越後　整・塩見直人：
病院前救急診療のおけるスタッフのストレス評価

〔第44回滋賀救急医療研究会〕大津　2018.9.15

日野篤信・平泉志保・九住龍介・福田将啓・牧門
哲哉・松浦　潤・岩田賢太郎・野澤正寛・越後　
整・塩見直人：院外CPAに対する自動胸骨圧迫装
置の有効性に関する検討〔第44回滋賀救急医療研
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究会〕大津　2018.9.15

塩見直人・野澤正寛・松浦　潤・岩田賢太朗・九
住龍介・日野篤信・牧門哲哉・福田将啓・平泉志
保・越後　整：乳幼児軽症頭部外傷患者のCT施行
基準〔第77回日本脳神経外科学会・学術総会〕仙台　
2018.10.10

平泉志保・馬場正道・加藤寿一・塩見直人：痙攣
と心肺停止を繰り返し死亡に至った一剖検例〔栗
東草津医師会CPC〕草津　2018.10.25

平泉志保・越後　整・野澤正寛・岩田賢太朗・松
浦　潤・九住龍介・日野篤信・塩見直人：軽症中
等症急性硬膜下血腫の転帰・転帰寄与因子に関す
る検討〔京滋救急研究会〕京都　2018.10.26

越後　整・野澤正寛・加藤文崇・平泉志保・松浦　　
潤・福田将啓・塩見直人：地域医療を支えるドク
ターヘリ　脳梗塞に対する病院選定の再構築〔第
25回日本航空医療学会総会〕倉敷　2018.11.3

越後　整・野澤正寛・平泉志保・岩田賢太朗・松浦　
潤・岡　英輝・塩見直人：重症頭部外傷における脳
神経外科を専門とする救急医の役割（パネルディ
スカッション）〔第46回日本救急医学会総会・学術
集会〕横浜　2018.11.19

塩見直人・平泉志保・野澤正寛・岩田賢太朗・松浦　
潤・牧門哲哉・福田将啓・日野篤信・九住龍介・
越後　整：救急トリアージシステムの効果と課題
－７年間の実績を振り返って（パネルディスカッ
ション）〔第46回日本救急医学会総会・学術集会〕
横浜　2018.11.21

平泉志保・塩見直人・越後　整・野澤正寛・一杉
正仁：交通事故の原因がインフルエンザ脳症で
あった１例〔第46回日本救急医学会総会・学術集
会〕横浜　2018.11.21

福田将啓・越後　整・野澤正寛・平泉志保・岩田
賢太朗・松浦　潤・牧門哲哉・九住龍介・日野篤
信・塩見直人：電撃傷による心肺停止から良好な転
帰をたどった一例〔第46回日本救急医学会総会・
学術集会〕横浜　2018.11.21

野澤正寛・松浦　潤・岩田賢太朗・塩見直人：京滋ド
クターヘリの小児における活動とその活用〔第７
回日本小児診療多職種研究会〕北九州……2018.11.24

北川篤史・野村昌夫・吉田紀子・越後　整・塩見
直人：プレホスピタルで活動する看護師の役割～
現場開胸時の活動を振り返って～〔第13回日本病
院前救急診療医学会・学術集会〕東京　2018.12.1

看 護 部

山田章子：病院前救急診療における自動胸骨圧迫
装置の適応に関する検討〔第21回日本臨床救急医
学会〕愛知　2018.6.1

尾島由美：病院前救急の現場から救命救急セン
ターにおけるグリーフケア指針作成への取り組み

〔第32回日本小児救急医学会〕茨城　2018.6.2

野村昌夫：複数傷病事案のフライトナース活動
〔第118回近畿救急医学研究会〕大阪　2018.6.16

佐々木光隆：手術室看護師の職業感染防止への取
り組みと課題〔第５回日本手術看護学会近畿地区
大会〕大津　2018.7.14

末松泰到・若原聖徳・小池竜介：病院前救急診療
におけるスタッフのストレス評価〔第44回滋賀救
急医療研究会〕大津　2018.9.15

佐々木光隆・赤尾美弥子・松下翔大・溝口寿代・
野土信司：患者参画の検証～脊髄くも膜下麻酔の
麻酔効果判定への患者介入評価～〔第40回手術医
学会〕東京　2018.10.13
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櫻木秀幸：リバーストリアージから考えるトリ
アージにおける連携の可能性と課題〔第20回日本
救急看護学会学術集会〕和歌山　2018.10.19

尾島由美：病院前救急の現場から救命救急セ
ンターにおけるグリーフケア指針作成への取り
組み〔第７回日本小児診療多職種研究会〕福岡　
2018.11.24

北川篤史：プレホスピタルで活動する看護師の役
割～開胸時の活動を振り返って～〔第13回日本病
院前救急診療医学会〕東京　2018.12.1

山中大輔・西村長剛・堀田泰弘：術前オリエンテー
ションの効果と改善点の検討～外来手術を受ける
患者に対して～〔平成30年度滋賀県看護学会〕大津　
2018.12.12

画像診断科

野澤正寛・越後　整・太田恵理子・小池竜介・枚田
敏幸：当院における災害訓練の取り組み－通常診
療から災害モードへの移行と病院避難の検証－

〔第23回日本集団災害学会総会・学術集会〕横浜　
2018.2.3

奥山晃輔・村井　綾・枚田敏幸・岡田美知子・伊藤
英介・倉田博之：多職種協働による院内蘇生研修
チームの活動〔第70回済生会学会〕福岡……2018.2.17

中村竜希：頭部血栓除去までの時間短縮への取り
組み～頭頚胸部CTAの有用性について～〔平成
29年度第36回済生会滋賀県病院学術集談会〕栗東　
2018.3.10

鰐部亜砂子・弥永彩有・川村雪乃・西田真衣子・
杉山淳子・窪田智子：ST・MMTでのハイドロマー
ク導入とハイドロマークが有床だった症例〔第26
回日本乳癌学会総会〕京都　2018.5.17

枚田敏幸：急変徴候を見抜くバイタルサインの基礎
〔第13回滋賀県放射絵技師会救急画像研究会〕草津　
2018.6.25

三輪俊弘：外傷全身CT“私の施設ではこう撮像し
ている”〔第14回滋賀県放射絵技師会救急画像研
究会〕草津　2018.11.8

弥永彩有・鰐部亜砂子・藤田香菜恵・高橋　悠・
川村雪乃・西田真衣子：当院における休日乳がん
検診開始に関するアンケート結果について〔第28
回日本乳癌検診学会学術総会〕大阪　2018.11.23

鰐部亜砂子：放射線技師に必要な新乳癌診療ガイ
ドライン～検診・画像診断編～〔第60回滋賀県放
射線技師会乳腺画像研究会〕草津　2018.11.27

疋田拓慎・大野魂太・松井智広・園部　信：第５
回Ride…on…Discovery…750W報告「PROPELLERに
ついて」〔第31回京滋signa…user's…meeting〕草津　
2018.11.29

松井正幸：画像診断科運用説明会〔平成30年度医
師支援研修会〕栗東　2018.12.6

薬 剤 部

山極恒平・権　哲・野土信司・西村美弥子・北野
香苗・今井伸也・白井雅博・武田啓子・伴　正：
当院のフェンタニル速放錠に対する適正使用のた
めの取り組み〔近畿薬剤師合同学術大会2018〕京都　
2018.2.4

山極恒平・権　哲・野土信司・西村美弥子・北野
香苗・赤澤昌代・今井伸也・日置康志・白井雅博・
武田啓子・伴　正：当院における保険薬局薬剤師
を対象とした緩和ケア研修の取り組み〔第12回緩
和医療薬学会〕東京　2018.5.26



― 89 ―

済生会滋賀県病院医学誌　第28巻（2019）

栄 養 科

松尾歩実・山田美香・吉田晴香・横江美由紀・中
井聡志・坂本亜里沙・丸下歩美・奥村裕子・北村
憲一・重松　忠：悪性リンパ腫の抗がん剤治療に
おけるストレス係数の検討〔第21回日本病態栄養
学会年次学術集会〕京都　2018.1.13

山田美香・谷　和美・藤井佐紀・吉田晴香・松尾
歩実・横江美由紀・中井聡志・坂本亜里沙・奥村
裕子・守崎勢津子・村井　綾・鴨　恵美・塩見直
人・重松　忠：シンバイオティクスにより抗生剤
投与中に発生した消化器症状が改善した１症例

〔第70回済生会学会・平成29年度学会総会〕福岡　
2018.2.18

河野晴香・和田和美・横江美由紀・江崎亜里沙・
小池千佳世・雨森慶子・寸田　佳・重松　忠：外
来化学療法通院患者への栄養介入〔第16回日本臨
床腫瘍学会学術集会〕神戸　2018.7.19

リハビリテーション技術科

武内剛士・藤井明弘…・望月洋希・小澤和義・岡　　
英輝・山本和明：SCU開設後のくも膜下出血患者
の早期離床に関する検討〔第43回日本脳卒中学会
学術集会〕福岡　2018.3.15

今井伸也・権　哲・北野香苗・西村美弥子・山極
恒平・小澤和義・野土信司：がん疼痛に対して内
臓神経ブロックを実施した患者の調査〔第21回日
本緩和医療学会学術大会〕神戸　2018.6.15

今井伸也・小澤和義・渕上洋子・小野真也・高橋
弘樹・山本和明・牧石徹也：維持血液透析患者に
おけるADL・筋力がQOLに及ぼす影響〔第63回日
本透析医学学会学術集会〕神戸　2018.9.29

臨床工学科

和仁進哉：当院における手術用ナビゲーション装
置の管理・運用と使用経験について〔第70回済生
会学会〕福岡　2018.2.18

黄瀬貴也：透析機器の更新を経験して〔第39回滋
賀腎・透析研究会〕大津　2018.10.21




