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学術業績

学 会 発 表 業 績
（2020年１月～2020年12月）

院　　長

佐藤　亘・鴨井和実・馬塲雅人・瀧本啓太・三木
恒治・馬場正道：MRIで描写困難であった導管型
前立腺癌の１例…〔第243回日本泌尿器科学会関西
地方会〕京都　2020.2.15

三木恒治：病院ビッグデータ革命～本学術総会の
楽しみ方～〔第22回日本医療マネジメント学会学
術総会〕京都＋Web　2020.10.6

三木恒治：特別講演　内閣府　AI　ホスピタルプロ
ジェクト〔第22回日本医療マネジメント学会学術
総会〕京都＋Web　2020.10.6

三木恒治：ランチョンセミナー２　院内スタッフに
とっての，病院ビッグデータ革命（「加算だポン」
を通じて）…〔第22回日本医療マネジメント学会学
術総会〕京都＋Web　2020.10.6

三木恒治：特別講演「複雑化する呼吸器疾患の管
理・治療・連携」（京都府立医科大学院医学研究科　
呼吸器内科学　教授　髙山浩一先生）…〔湖南エリア
呼吸器連携の会〕草津　2020.11.19

小杉道男・中島洋介・…大場一生・北村浩二・…風間
泰蔵・山本秀和・金原弘幸・河　源・…今西正昭・…
菅本隆雄・町田二郎・鴨井和実・三木恒治：外傷
の治療法に関する多施設共同研究…〔第108回日本
泌尿器科学会総会〕Web　2020.12.22-24

鴨井和実・瀧本啓太・馬塲雅人・佐藤　亘・三木
恒治：3D-Cancer…Mappingガイド下ロボット支援

前立腺全摘除術による最大限の神経血管束温存は
尿禁制の早期回復と関係するMaximum…preserva-
tion…of…neurovascular…bundle…correlates…early…con-
tinence…recovery…after…robot-assisted…radical…pros-
tatectomy…with…3D-cancer…mapping…guidance〔第
108回日本泌尿器科学会総会〕Web　2020.12.24

三木恒治：特別講演８　医療現場の行動経済学
〔第108回日本泌尿器科学会総会〕兵庫＋Web　
2020.12.24

糖尿病内分泌内科

福家智也・犬塚　恵・富永真澄：ｍTOR阻害薬エ
ベロリムスの投与による耐糖能の変化を追えた高
齢２型糖尿病の１例　〔第227回日本内科学会近畿
地方会〕京都　2020.3.7

福家智也・犬塚　恵・富永真澄：当院での妊娠糖
尿病における診断時患者背景と周産期臨床経過・
予後の関連性についての検討〔第63回日本糖尿病
学会年次学術集会〕大津　2020.10.5-16

消化器内科

中西真由子・宮崎　啓・森田竜一・江口大樹・米
倉伸彦・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　
忠：胆道出血を来した混合型肝癌の一例〔滋賀消
化器研究会第84回学術講演〕滋賀　2020.2.15

中西真由子・宮崎　啓・森田竜一・江口大樹・米倉伸
彦・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：当院
における緩和目的の大腸ステント留置症例の検討
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〔日本消化器病学会近畿支部例会〕京都　2020.2.29

由本純基・中西真由子・落合都萌子・森田康大・
米倉伸彦・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　
忠：当院における小児消化管異物に対する内視鏡
処置の現状〔第104回日本内視鏡学会近畿支部例
会〕滋賀　2020.6.27

中西真由子・由本純基・落合都萌子・森田康大・
米倉伸彦・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　
忠：胆道出血を契機に診断された混合型肝癌の一
例〔第104回日本内視鏡学会近畿支部例会〕滋賀　
2020.6.27

森田康大・中西真由子・由本純基・落合都萌子・
米倉伸彦・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　
忠：クローン病患者のウステキヌマブ血中濃度と
内視鏡活動度の関係性についての検討〔日本消化
器病学会総会〕京都　2020.9.3

森田康大・由本純基・落合都萌子・米倉伸彦・田
中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：クロー
ン病患者のウステキヌマブ血中濃度と内視鏡活動
度の関係性についての検討〔日本消化器病学会近
畿支部例会〕大阪　2020.10.3

米倉伸彦・由本純基・落合都萌子・森田康大・田
中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：当院に
おける切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマ
ブの有効性の検討〔第58回日本癌治療学会学術集
会〕京都　2020.10.23

森田康大・由本純基・落合都萌子・米倉伸彦・田
中　信・片山政伸・田中基夫・重松　忠：クロー
ン病患者のウステキヌマブ血中濃度と内視鏡活動
度の関係性についての検討〔日本炎症性腸疾患学
会〕京都　2020.12.5

片山政伸・由本純基・落合都萌子・森田康大・米
倉伸彦・田中　信・田中基夫・重松　忠：当院に

おける超高齢者ERCPの現状〔湖南消化器勉強会〕
滋賀　2020.12.17

循環器内科

今井雄太：冠動脈ステントについて〔バイエル社
内講演〕草津　2020.1.21

今井雄太：操作性から見たプレッシャーワイヤー
Cometの特徴と有用性について〔SPIRIT…LIVE〕
大阪　2020.1.25

今井雄太：RCA…CTO〔滋賀PCIライブ〕草津　
2020.1.30

今井雄太：HBR患者に対するDCS〔BioFreedm…
Summit〕草津　2020.1.30

今井雄太：ベイルアウト〔CVIT近畿地方会〕大阪　
2020.2.15

今井雄太：高血圧症の薬物治療〔第一三共社内講
演〕大津　2020.2.21

内橋基樹・牧野真大・高原在良・水谷駿介・山崎
江来良・階元　聡・今井雄太・肌勢光芳・倉田博
之・中村隆志：Platypnea-orthodeoxia…syndrome
を呈した三尖弁腱索断裂の一例〔第20回近畿心不
全・不整脈カンファランス〕大阪　2020.2.22

今井雄太：Export…Advanceの有効性〔Export…Re
port〕大津　2020.2.29

中村隆志・滋賀県医師会糖尿病実態調査委員会：
滋賀県の糖尿病診療の質は改善したか　18年間の
推移　全医療機関を対象とした第４回滋賀県医師
会糖尿病実態調査結果から…〔第117回日本内科学
会講演会〕東京　2020.4.10
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今井雄太：心不全の基礎治療〔大塚製薬社内講演〕
草津　2020.8.27

今井雄太：Calcified…noduleによるACSの診断に
OFDIが有用であった一例…〔OFDI…Web…Meeting〕
Web　2020.9.14

今井雄太：Two-Stenting…Case〔Okamura…Web…
Meeting…（1）〕Web　2020.10.6

今井雄太・内尾祐貴・牧野真大・高原在良・水谷駿
介・内橋基樹・階元　聡・肌勢光芳・倉田博之・
中村隆志：CTO遠位血管の屈曲とスタンプのな
いCTO遠位端によりReverse…CARTに難渋した
LAD…CTOの一例〔第35回日本心血管インターベ
ンション治療学会近畿地方会〕大阪　2020.10.10

今井雄太：合併症〔第35回日本心血管インターベ
ンション治療学会近畿地方会〕大阪　2020.10.10

牧野真大・今井雄太・内尾祐貴・高原在良・水谷駿
介・内橋基樹・階元　聡・肌勢光芳・倉田博之・中村
隆志：冠動脈拡張症と多量血栓によるAMIで治療
に難渋した症例　〔第35回日本心血管インターベ
ンション治療学会近畿地方会〕大阪　2020.10.10

階元　聡・内尾祐貴・牧野真大・高原在良・水谷俊
介・内橋基樹・今井雄太・肌勢光芳・倉田博之・
中村隆志：本態性血小板血症に合併した重症下肢
虚血に対して血管内治療を施行した１例〔第35回
日本心血管インターベンション治療学会近畿地方
会〕大阪　2020.10.10

高原在良・今井雄太・内尾祐貴・牧野真大・内橋基
樹・階元　聡・今井雄太・肌勢光芳・倉田博之・
中村隆志：回旋枝入口部の高度狭窄病変へのwire…
crossにballoon…deflection…techniqueが有用であっ
た一例〔第35回日本心血管インターベンション治
療学会近畿地方会〕大阪　2020.10.10

水谷駿介・内尾祐貴・牧野真大・高原在良・内橋基
樹・階元　聡・今井雄太・肌勢光芳・倉田博之・中
村隆志：石灰化病変におけるACSの診断にOFDIが
有用であった一例〔第36回日本心血管インターベ
ンション治療学会近畿地方会〕大阪　2020.10.10

今井雄太：俺のLUTONIXX〔EVT…Web…Meeting〕
Web　2020.10.16

今井雄太：Ultimasterの有効な症例〔テルモ社内
講演〕草津　2020.10.20

今井雄太：Usability…of…Resolute…Onyx™…SV…for…
Bailout…Stenting〔Small…Vessel症例検討会〕Web　
2020.10.22

今井雄太：循環器内科医の糖尿病治療〔田辺三菱
製薬社内講演〕草津　2020.10.29

宮澤伊都子・前側　聡・門田　文・三浦克之・中
村隆志・小西　眞・越智真一・岡本元純・滋賀県
医師会糖尿病実態調査委員会：18年間の糖尿病診
療および糖尿病合併症検査実施率の推移：滋賀県
医師会糖尿病実態調査における診療所と病院の比
較〔第35回糖尿病合併症学会〕金沢　2020.10.30

今井雄太：A…Case…of…Severe…Calcified…LAD…Lesion
〔Rota…Case…Conference〕Web　2020.11.6

今井雄太：高血圧診療…Up…to…Date〔循環器疾患
Webセミナー〕Web　2020.11.19

牧野真大・今井雄太・内尾祐貴・高原在良・水谷駿
介・内橋基樹・階元　聡・肌勢光芳・倉田博之・
中村隆志：治療に反応せず救枝困難であったSLE
を合併したALIの一例…〔第130回日本循環器学会
近畿地方会〕Web　2020.11.28

内尾祐貴・今井雄太・牧野真大・高原在良・水谷駿
介・内橋基樹・階元　聡・肌勢光芳・倉田博之・
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中村隆志・宮下史寛：Leriche症候群，冠動脈３
枝CTOの合併したACSに鎖骨下動脈から外科的
PCPS導入を併用しPCIを施行した１例〔第130回
日本循環器学会近畿地方会〕Web　2020.11.28

水谷駿介・内尾祐貴・牧野真大・内橋基樹・階元　
聡・今井雄太・肌勢光芳・倉田博之・中村隆志：
右冠動脈のアコーディオンによりCPAに至った
一例〔SCIC〕Web　2020.12.5

今井雄太：Daily…Cases…Using…Combo…Plus〔Oka-
mura…Web…Meeting…（2）〕Web　2020.12.8

今井雄太：A…Case…of…Severe…Eccentric…Stenosis…
with…Calcified…Nodule/…No…chance…of…Rota?…〔SYN-
CHRO…Web…Meeting〕Web　2020.12.9

血液内科

菅沼果南・北村憲一・福森亮介・大濱　愛・古屋　
彩・松並睦美：チームで行う安全な輸血のための看
護師の教育的な取り組みについて～診療情報管理
室での解析を基にした働きかけを行って～〔第68
回日本輸血・細胞治療学会総会〕札幌　2020.5.28

古屋　彩…・臼井亜沙子・北村憲一・西村理惠・木
藤克之・安藤　朗：当院におけるCMML８例に対
するAzacitidineの使用経験〔第82回日本血液学会
総会〕京都　2020.10.10-11.8

臼井亜沙子・古屋　彩…・北村憲一・西村理惠・木
藤克之・安藤　朗：当院でのObinutuzumab投与
症例における血小板減少〔第82回日本血液学会総
会〕京都　2020.10.10-11.8

脳神経内科

深沢良輔・長　正訓・日高幸宏・武澤秀理…・藤井
明弘：下腿浮腫，皮疹，四肢筋力低下，痺れ，疼痛
にて発症した59歳男性〔第１回Kyoto…Neurology…

Conference〕京都　2020.1.25

武澤秀理・日高幸宏・深沢良輔・藤井明弘・勝盛哲
也・高木康史・前川豊伸・後藤幸大・横矢重臣・岡
英輝・日野明彦：再開通に難渋した椎骨脳底動脈
アテローム血栓急性閉塞の一例〔第59回近畿脳神
経血管内手術法ワークショップ〕草津　2020.1.25

藤井明弘・…深沢良輔・日高幸宏・長　正訓・後藤
幸大・武澤秀理・水田依久子・水野敏樹：当院で
経験した５例のCADASILの臨床的検討〔第45回
日本脳卒中学会総会〕横浜　2020.8.23-25

深沢良輔・長　正訓・日高幸宏・武澤秀理・藤井明
弘：当科で経験した可逆性脳血管攣縮症候（RCVS）
の臨床的検討〔第45回日本脳卒中学会学術集会〕
東京　2020.8.24

武澤秀理・日高幸宏・長　正訓・深沢良輔・…藤井
明弘・勝盛哲也・高木康史・前川豊伸・後藤幸大・
横矢重臣・岡　英輝・日野明彦：急性期再開通療
法133例のうち，急性期経皮的脳血管形成術／ステ
ント留置術を施行した10例の検討〔第45回日本脳
卒中学会学術集会〕東京　2020.8.24

日高幸宏・武澤秀理・…長　正訓・深沢良輔・藤井明
弘・勝盛哲也・高木康史・前川豊伸・後藤幸大・横矢
重臣・岡　英輝・日野明彦：手術室でのモバイルＣ
アームＸ線装置を用いた機械的脳血栓回収術…〔第
45回日本脳卒中学会学術集会〕東京　2020.8.24

深沢良輔・石井亮太郎・長　正訓・日高幸宏・武
澤秀理・藤井明弘・中川正法：片頭痛患者の腹痛
発作は中年以降も持続する〔第61回日本神経学会
学術大会〕岡山　2020.8.31

小谷紗稀・深沢良輔・長　正訓・大矢佳奈子・安
田　怜・日高幸宏・武澤秀理・加藤寿一・馬場正
道・藤井明弘：当院で経験した神経核内封入体病…

（NIID）３例の比較検討…〔第61回日本神経学会学
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術大会〕岡山　2020.8.31

武田亜加梨・小谷紗稀・深沢良輔・長　正訓・日
高幸宏・武澤秀理・小澤和義・藤井明弘：視神経
脊髄炎により，重度呼吸障害，歩行障害を呈した
若年女性の一例〔第61回日本神経学会学術大会〕
岡山　2020.8.31

藤井明弘・深沢良輔・日高幸宏・長　正訓・後藤
幸大・武澤秀理・水田依久子・水野敏樹：当院で
経験した６例のCADASILの臨床的検討〔第61回
日本神経学会学術大会〕岡山　2020.8.31

武澤秀理・日高幸宏・…長　正訓・深沢良輔・…藤井
明弘・勝盛哲也・高木康史・前川豊伸・後藤幸大・…
横矢重臣・岡　英輝・…日野明彦：脳神経内科で実
施した未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治
療成績の検討〔第61回日本神経学会学術大会〕岡
山　2020.8.31

小谷紗稀・深沢良輔・長　正訓・日高幸宏・武澤
秀理・藤井明弘：Tumefactive…demyelinating… le-
sionを呈し，単純血漿交換療法の追加治療が有効
であった抗MOG抗体陽性脱髄疾患の１例〔第116
回日本神経学会近畿地方会〕大阪　2020.9.6

藤井明弘：暴露歴が明らかでなく，診断に苦慮し
た間歇型一酸化炭素中毒の１例〔第82回臨床神経
カンファレンス〕京都　2020.9.17

深沢良輔・小谷紗稀・武澤秀理・藤井明弘：単純血漿
交換療法の追加治療が有効だった抗MOG抗体陽
性Tumefactive…demyelinating…lesionの１例……〔第32
回日本神経免疫学会学術集会〕…石川　2020.10.1

深沢良輔：49歳女性慢性頭痛症例について〔脳神経
疾患スキルアップWebセミナー〕滋賀　2020.10.22

藤井明弘：頭痛診療に強くなる，片頭痛を見逃さな
い〔脳神経疾患スキルアップWebセミナー〕滋賀　

2020.10.22

深沢良輔・長　正訓・日高幸宏・武澤秀理・藤
井明弘：早期の積極的な集学的免疫療法で短期
間で良好な転帰を得た抗NMDA受容体脳炎の
１例…〔第38回日本神経治療学会学術集会〕東京　
2020.10.28

藤井明弘・深沢良輔・武澤秀理：薬物使用過多に
よる頭痛（MOH）の臨床的検討〔第48回日本頭痛
学会総会〕茨城　2020.11.7-8

Takezawa…H,…Hidaka…Y,…Katsumori…Y,…Fukazawa…R,…
Goto…Y,…Yokoya…S,…Oka…H,…Hino…A,…Fujii…A:……MORE…
ON…THE…RIGHT…ARE…DIFFICULT…CATHETER…
ACCESS…TO…THE…OCCLUDED…VESSEL…DURING…
ENDOVASCULAR…TREATMENT…OF…ACUTE…
ANTERIOR…ISCHEMIC…STROKE…〔EUROPEAN…
STROKE…ORGANISATION…AND…THE…WORLD…
STROKE…ORGANIZATION…CONFERENCE〕　
オーストリア　2020.11.7-9

武澤秀理・日高幸宏・…深沢良輔・藤井明弘・勝盛
哲也・青木拓磨・古丸裕二郎・後藤幸大・横矢重
臣・岡　英輝・日野明彦：７Frバルーンガイディ
ングカテーテルを用いた右橈骨動脈アプローチに
よる緊急脳血管内血行再建術の有用性〔第36回
NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術集会〕京
都　2020.11.19-21

武澤秀理：Embotrap2… 3…cases（上手くいった！上
手くいかなかった！こんな使い方してみました！）

〔Kansai…AIS…seminar〕オンライン　2020.12.1

河野　仁・…深沢良輔・西村優佑・後藤幸大・横矢重
臣・武澤秀理・岡　英輝・日野明彦・藤井明弘：特
徴的な頸椎MRI画像所見を呈したovershunting-
associated…myelopathyの１例〔第117回日本神経
学会近畿地方会〕奈良　2020.12.5
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武澤秀理：Pearl…and…string…signを呈した左M1閉
塞に対するENERの一例〔第10回Keihan…Young…
ENER…Conference…WEB…Seminar〕オンライン　
2020.12.18

疼痛・緩和ケア科

権　哲・横山律子・北野香苗・赤澤昌代・河津和
樹・西　俊明・武田啓子・日置康志・今井伸也・
中西那帆・花村直美：急性期病院である当院の緩
和ケアにおける往診の取り組み〔第25回日本緩和
医療学会〕横浜＋Web　2020.8.9-10

小 児 科

太田宗樹・中井真由美・龍神布紀子・中島　亮・
伊藤英介・三村由卯：痙攣を契機に診断する以前
に早期発見は可能だったのか：偽性副甲状腺機能
低下症の一例〔第123回日本小児科学会学術集会〕
Web　2020.8.21

外　　科

平本秀一・辻浦誠浩・中道脩介・山本大雅・石本武
史・望月　聡・中島　晋・増山　守：重度なCOPD
を合併した胃癌患者に周術期管理を工夫した１例

〔第42回日本癌局所療法研究会〕Web　2020.5.29

望月　聡・中道脩介・山本大雅・平本秀一・石本
武史・辻浦誠浩・中島　晋・増山　守：術前化学
療法で原発巣pCRとなるも狭窄症状の出た高度リ
ンパ節転移を伴う胃癌の１例〔第42回日本癌局所
療法研究会〕Web　2020.5.29

辻浦誠浩・中道脩介・山本大雅・平本秀一・石本
武史・望月　聡・中島　晋・増山　守：右胃大網
動脈（RGEA）と幽門下動脈（IPA）を処理するため
視野展開－IPA領域（#6i）を腸間膜と認識する－

〔第92回日本胃癌学会総会〕Web　2020.7.1-31

中島　晋・石本武史・中道脩介・山本大雅・平
本秀一・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：一時
的回腸人工肛門造設術後のhigh…output…stomaの
検討…〔第120回日本外科学会定期学術集会〕Web　
2020.8.13-15

辻浦誠浩・中道脩介・山本大雅・河村雪乃・吉岡綾
奈・平本秀一・石本武史・望月　聡・中島　晋・
増山　守：腹腔鏡下胃切除術にて左副肝動脈を温
存した膵上縁リンパ節郭清の手術手技と成績につ
いて〔第120回日本外科学会定期学術集会〕Web　
2020.8.13-15

石本武史・中島　晋・中道脩介・山本大雅・平本…
秀一・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：左側大腸
癌（DST再建）での大腸内視鏡によるリークテス
ト・吻合部観察の有用性…〔第120回日本外科学会定
期学術集会〕Web　2020.8.13-15

小菅敏幸・塩崎　敦・満田雅人・工藤道弘・清水浩
紀・有田智洋・小西博貴・小松周平・窪田　健・岡
本和真・藤原　斉・大辻英吾：TNF-α刺激は食道
扁平上皮癌における癌幹細胞性を抑制する〔第79
回日本癌学会学術総会〕広島＋Web　2020.10.1-3

中島　晋・石本武史・中道脩介・山本大雅・平本秀
一・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：当院における
緩和的大腸ステント留置症例の検討〔第56回日本
腹部救急医学会総会〕名古屋＋Web　2020.10.8

河村雪乃・鰐部亜砂子・吉岡綾奈・大内佳美・森
田　翠：がん教育から目指すがん医療の向上～小
学校での授業を経験して〔第28回日本乳癌学会学
術総会〕Web　2020.10.9-31

大内佳美・河村雪乃・吉岡綾奈・森田　翠：パルボ
シクリブの当院での使用経験およびその後の治療
についての検討〔第28回日本乳癌学会学術総会〕
Web　2020.10.9-31
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中島　晋・石本武史・松井智啓・中道脩介・平本秀
一・小菅敏幸・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：
一時的回腸人工肛門形成状態で施行した直腸癌術
後補助化学療法の検討〔第58回日本癌治療学会学
術集会…〕京都＋Web　2020.10.22-24

中島　晋・石本武史・松井智啓・中道脩介・平本秀
一・小菅敏幸・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：当
科におけるileostomyの現状とoutlet…obstruction
のリスク因子に関する検討〔第82回日本臨床外科
学会総会〕Web　2020.10.29-31

平本秀一・小菅敏幸・辻浦誠浩・松井智啓・中道脩
介・石本武史・望月　聡・中島　晋・増山　守：
早期胃癌と胃消化管間質腫瘍の併存病変に対し腹
腔鏡下同時手術を施行した１例〔第82回日本臨床
外科学会総会〕Web　2020.10.29-31

石本武史・松井智啓・中道脩介・平本秀一・大内佳
美・小菅敏幸・辻浦誠浩・望月　聡・中島　晋・
増山　守：回盲ヒダをメルクマールにした虫垂検
索法と単孔式虫垂切除術〔第82回日本臨床外科学
会総会〕Web　2020.10.29-31

中道脩介・中島　晋・松井智啓・平本秀一・石本武
史・小菅敏幸・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：術
前診断が可能であった完全型胆嚢捻転の１例〔第
82回日本臨牀外科学会総会〕Web　2020.10.29-31

小菅敏幸・辻浦誠浩・松井智啓・中道脩介・平本秀
一・大内佳美・石本武史・望月　聡・中島　晋・増
山　守：幽門下リンパ節郭清における留意点〔第
82回日本臨床外科学会総会〕Web　2020.10.29-31

平本秀一・中道脩介・山本大雅・石本武史・辻浦誠
浩・望月　聡・中島　晋・増山　守：メッシュプラ
グ法術後の両側再発鼠径ヘルニアに対しTAPP法
を施行した１例〔第18回日本ヘルニア学術集会〕
Web　2020.11.3-4

中島　晋・石本武史・中道脩介・山本大雅・平本
秀一・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：T1大腸癌
に対する手術症例におけるリンパ節転移・遠隔転
移再発の検討〔第28回日本消化器関連学会週間〕
神戸＋Web　2020.11.5-8

小菅敏幸・小西智規・窪田　健・岡本和真・小西博
貴・塩崎　敦・藤原　斉・工藤道弘・清水浩紀・
有田智洋・森村　玲・栗生宜明・生駒久視・大辻
英吾：胃癌周術期管理における術前予後栄養指数
の重要性〔第28回日本消化器関連学会週間〕神戸
＋Web　2020.11.5-8

中島　晋・石本武史・松井智啓・中道脩介・平本秀
一・小菅敏幸・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：
腹腔鏡下直腸前方切除術における縫合不全のリス
ク因子の検討〔第75回日本大腸肛門病学会学術集
会〕Web　2020.11.13-14

石本武史・中島　晋・増山　守：他臓器浸潤を伴
う進行大腸癌症例の検討〔第75回日本大腸肛門病
学会学術集会〕Web　2020.11.13-14

中島　晋・石本武史・中道脩介・山本大雅・平本…
秀一・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：80歳以上
の高齢者大腸癌手術症例の検討〔第75回日本消化
器外科学会総会〕和歌山＋Web　2020.12.15-17

辻浦誠浩・中道脩介・山本大雅・平本秀一・石本
武史・望月　聡・中島　晋・増山　守：５㎝を超
える胃GISTに対するLECSでの胃局所切除術の創
意工夫－手術台ローテーションを用いた愛護的操
作－〔第75回日本消化器外科学会総会〕和歌山＋
Web　2020.12.15-17

平本秀一・中道脩介・山本大雅・石本武史・辻
浦誠浩・望月　聡・中島　晋・増山　守：外傷
性腸間膜損傷に対する術中ICG蛍光法の有用性

〔第75回日本消化器外科学会総会〕和歌山＋Web　
2020.12.15-17
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石本武史・中島　晋・中道脩介・山本大雅・平本…
秀一・辻浦誠浩・望月　聡・増山　守：Double…
Stapling…Technique（DST）再建後の縫合不全予
防対策と縫合不全例の検討〔第75回日本消化器外
科学会総会〕和歌山＋Web　2020.12.15-17

中道脩介・山本大雅・平本秀一・石本武史・辻浦
誠浩・望月　聡・中島　晋・増山　守：入院経過
中に胆嚢穿孔をきたした３例〔第75回日本消化器
外科学会総会〕和歌山＋Web　2020.12.15-17

整形外科

森崎真介：肘頭骨折に対するVA-LCP…Olecranon…
Plateの使用経験〔第32回日本肘関節学会〕奈良　
2020.2.8

竹下博志・阪田宗弘・吉岡　誠：びまん性特発性
骨増殖症（DISH）に生じた腰椎椎体骨折に対し脊
柱アライメントを重視し側臥位で前方後方同時固
定術を行った１症例〔第10回最小侵襲脊椎治療学
会〕神戸　2020.2.14

森崎真介・土田真嗣・小田　良・藤原浩芳：第
１中手骨基部骨折に対するVA-locking…handの使
用経験〔第63回日本手外科学会学術集会〕新潟　
2020.4.23

佐藤史英：治療の順序に工夫を要した下肢多発
骨折の１例〔第46回日本骨折治療学会〕福岡　
2020.7.3-4

加太佑吉・佐藤史英・阪田宗弘・山田　学・森崎
真介・竹下博志・吉岡　誠：大腿骨頚部骨折に対
する大腿人工骨頭置換術の短期成績〔第57回日本
リハビリテーション学会〕京都　2020.8.22

加太佑吉・佐藤史英：閉鎖性ピロン骨折に対して
一時的創外固定を施行した症例の検討〔第33回創
外固定学会〕京都　2020.9.3-15

佐藤史英：下腿開放骨折を合併した股関節脱臼骨
折に対し創外固定を使用して治療を開始した２例

〔第33回創外固定学会〕京都　2020.9.3-15

竹下博志・…野土信司：手術室におけるＸ線透視機
器画像のネットワーク化〔第22回日本医療マネジ
メント学会〕京都　2020.10.6

本村了祐・吉岡　誠：ペースメーカ外来業務改善
への取り組み〔第22回日本医療マネジメント学会
学術総会〕京都　2020.10.6

三宅琢也・吉岡　誠：集中治療室における医療機
器研修の取り組みについて〔第22回日本医療マネ
ジメント学会学術総会〕京都　2020.10.6

森崎真介・…阪田宗弘・…加太佑吉・…藤井　俊・多田
なつほ：２期的に靭帯修復術を施行した月状骨脱
臼の１例…〔第135回中部整形外科災害外科学会学
術集会〕島根　2020.10.9

森崎真介：前腕遠位から手部までの全周性でのデ
グロービング損傷の１例〔第47回マイクロサー
ジャリー学会学術集会〕福岡　2020.11.28

佐藤史英：膝窩動脈損傷を伴う膝関節開放性
脱臼の治療経験〔第34回日本外傷学会〕Web　
2020.12.7-8

大宝英悟・平岡延之：ソフトボール選手の変形
性膝関節症に対してHybrid…HTOを行い，スポー
ツ復帰が可能となった１例…〔第12回日本関節鏡・
膝・スポーツ整形外科学会〕神戸　2020.12.17-19

平岡延之・大宝英悟：Hybrid…CWHTOの骨癒合
期間の検討－CCS固定の追加による効果－〔第12
回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会〕神戸　
2020.12.17-19
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西　亮祐・加太佑吉・藤井　俊・佐藤史英・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：肩関節後方脱臼に肩峰骨折
を合併した１例〔京都府立医科大学整形外科同門
会〕京都　2020.12.5

平岡延之・藤井　俊・加太佑吉・佐藤史英・阪田宗
弘・山田　学・大宝英悟・森崎真介・竹下博志・
吉岡　誠：Hybrid…CWHTOの骨癒合期間はCCS固
定の追加により短縮する〔京都府立医科大学整形
外科同門会〕京都　2020.12.5

形成外科

辻子祥子：CAD/CAMによる頬骨骨折整復術－ソ
ニックウェルドの使用経験－〔第19回京都府立医
科大学形成外科集談会〕京都　2020.12.5

脳神経外科

後藤幸大：当院における拡大蝶形骨洞手術の現
状と課題…〔第20回日本内分泌学会近畿支部学術集
会〕京都　2020.2.24

横矢重臣：経過観察中に自然消失した未破裂内頚
動脈瘤の一例〔STROKE2020〕Web　2020.8.23-
9.24

後藤幸大：即腹部開腹による腰部クモ膜下腔腹腔
シャント術〔日本脳神経外科学会第79回学術総会〕
Web　2020.10.15

後藤幸大：症候性脳幹部海綿状血管腫の治療時期
に関する検討〔第32回日本頭蓋底外科学会〕福島　
2020.10.15-16

後藤幸大：Surgical…management…of…the…trigemi-
nocerebellar…artery…in…microvascular…decompres-
sion…for…trigeminal…neuralgia〔第32回日本頭蓋底
外科学会〕福島　2020.10.15-16

横矢重臣：脳血管萎縮中の脳動脈瘤クリッピング術
におけるニカルジピン直接塗布の有効性〔日本脳
神経外科学会第79回学術総会〕Web　2020.10.15-
11.30

後藤幸大・岡　英輝・青木琢磨・古丸裕二郎・横
谷重臣・日野明彦：脳室内出血を呈したもやもや
病に対する急性期血腫除去及び予後について〔第
27回日本神経内視鏡学会〕和歌山　2020.11.6

心臓血管外科

宮下史寛：済生会滋賀県病院心臓血管外科　診療
のご紹介〔草津栗東医師会　２月例会　診療科紹介〕
草津　2020.2.29

宮下史寛：済生会滋賀県病院心臓血管外科　診療
のご紹介〔守山野洲医師会　例会　診療科紹介〕守
山　2020.11.26

泌尿器科

佐藤　亘・鴨井和実・馬場正道・馬塲雅人・瀧本
啓太・三木恒治：MRIで描出困難であった導管型
前立腺癌の１例…〔第243回日本泌尿器科学会関西
地方会〕京都　2020.2.15

西田将成・山内直也・佐藤　亘・瀧本啓太・鴨井
和実・三木恒治：超高リスク前立腺癌に対するネ
オアジュバント内分泌療法併用ロボット支援腹腔
鏡下前立腺全摘除術の短期成績〔第70回日本泌尿
器科学会中部総会〕金沢　2020.11.12

鴨井和実・瀧本啓太・西田将大・佐藤　亘・三木恒
治：ロボット支援前立腺全摘除術後の出血予防に
おけるSURGICEL®とARISTA®の効果比較〔第34
回日本泌尿器内視鏡学会総会〕岡山　2020.11.19

佐藤　亘・鴨井和実・山内直也・西田将成・…瀧本
啓太・三木恒治：当院におけるロボット支援膀胱
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全摘術の治療成績〔第34回日本泌尿器内視鏡学会
総会〕岡山　2020.11.19

鴨井和実：Key…Note……急性陰嚢症に対する超音波
検査〔日本超音波医学会第93回学術集会〕仙台　
2020.12.1

鴨井和実・瀧本啓太・馬塲雅人・佐藤　亘・三木
恒治：3D-Cancer…Mappingガイド下ロボット支援
前立腺全摘除術による最大限の神経血管束温存は
尿禁制の早期回復と関係する…〔第108回日本泌尿
器科学会総会〕神戸　2020.12.24

眼　　科

古賀雄佑・小嶋健太郎・吉井健吾・草田夏樹・青
木崇倫・堀内稔子・北澤耕司・外園千恵：超高齢
者の白内障手術後の度数ずれについての検討〔第
124回日本眼科学会学術総会〕東京（オンライン）　
2020.4.16-19

丸山悠子・池田陽子・森　和彦・上野盛夫・吉井健
悟・外園千恵・木下　茂：0.4%リパスジル塩酸塩
長期投与における眼圧下降効果と安全性について
の検討〔第31回日本緑内障学会〕Web　2020.9.7

古賀雄佑・小嶋健太郎・大槻陽平・草田夏樹・宮
谷崇史・新開陽一郎・田中　寛・外園千恵：視
力良好な網膜静脈閉塞症に対するアフリベルセ
プト硝子体注射の前向き研究〔第59回日本網膜
硝子体学会総会〕福岡（オンラインとハイブリッド）　
2020.11.27-29

Maruyama…Y,…Ikeda…Y,…Mori…K,…Ueno…M,…Yoshii…
K,…Sotozono…C,…Kinoshita…S:…Intraocular…pressure…
lowering… factors…after… switching… to…Carteolol/
Latanoprost…fixed…combination…eye…drop…therapy

〔14th…European…glaucoma…society…congress〕Web　
2020.12.12-13

耳鼻咽喉科

只木信尚：嚥下障害〔滋賀県社会保険診療報酬支
払基金学術講演会〕大津　2020.1.25

放射線科

勝盛哲也：UAE後晩期合併症〔第139回関東連合産
科婦人科学会学術講演会〕Web　2020.6.23-7.6

勝盛哲也：Advanced…UAE…for…Uterine…Fibroids
〔子宮筋腫のUAE技術セミナー＠ｗeb〕Web　
2020.8.14

Hisano…M,…Miura…H,… Ichijo…Y,…Hirota…T,…Asai…S,…
Yamashita…M,…Ohta…Y,…Yamada…K:…Evaluation…of…
ice…ball…crack…on…CT…images…at…different…freezing…
time… in… renal… cryoablation〔CIRSE2020…SUM-
MIT@web〕München（Webと ハ イブ リッド ）　
2020.9.12-15

久野光洋・喜馬真希・後藤眞理子：症例提示③…
右乳腺腫瘍の一例〔第14回関西乳房MRI勉強会@
web〕Web　2020.11.28

勝盛哲也：Advanced…UAE…for…Uterine…Fibroids
〔子宮筋腫のUAE技術セミナー＠ｗeb…全国版〕
Web　2020.12.18

麻 酔 科

Shimizu…M,…Kinoshita…M,…Kato…H,…Ohara…J,…Inoue…
K,…Mihara…T,…Fujiki…J,…Iwano…H,…Sawa…T:…Effects…
of…Phage…Therapy…and…Antibiotics…against…Acute…
Pneumonia…Caused…by…MRSA… in…Leukopenic…
Mice〔IARS（International…Anesthesia…Research…
Society）Annual…Meetings〕Web　2020.5.15-18

加藤秀哉・竹田智浩・木下真央・清水　優：低心
機能・急性期心筋梗塞合併の大腿骨頸部骨折患者



― 85 ―

済生会滋賀県病院医学誌　第30巻（2021）

に対し大腿神経ブロック併用全身麻酔下で管理し
た一例〔日本区域麻酔学会第７回学術集会〕Web　
2020.8.9-22

加藤秀哉・竹田智浩・槇尾真理・米　敦子・清水
優・木下真央：腹部大動脈低形成合併胸部大動脈
瘤に対し一期的に弓部置換術とTEVARを同時に
施行した一例〔日本心臓血管麻酔学会第25回学術
集会〕Web　2020.9.20-11.14

小石悠介・須藤和樹・生田　結・野土信司：骨セメ
ント注入症候群が疑われ心停止をきたすもPCPS
導入により救命し得た１例〔臨床麻酔学会2020〕
Web　2020.11.6-12.14

加藤秀哉・竹田智浩・本田　彩・木下真央・清水
優：分類不能型免疫不全症（CVID）および二次
性間質性肺炎・ARDSに対しVV-ECMOを導入し
救命し得た一例〔第42回日本呼吸療法医学会学術
集会〕京都　2020.12.21

病理診断センター

中西真由子・宮﨑　啓・森田竜一・江口大樹・米
倉伸彦・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　
忠・馬場正道：胆道出血を契機に診断された肝腫
瘍の一例〔第84回滋賀消化器研究会学術講演会〕
大津　2020.2.15

森田竜一・田中　信・中西真由子・宮崎　啓・江
口大樹・米倉伸彦・片山政伸・田中基夫・馬場正
道・重松　忠：高度貧血を呈した小腸血管肉腫の一
例〔第112回日本消化器病学会近畿支部例会〕京都　
2020.2.29

嶋村成美・加藤寿一・上林悦子・西野俊博・植田
正己・田中基夫・重松　忠・馬場正道・森谷鈴
子・九嶋亮治：肝類上皮血管内皮腫のEUS-FNA細
胞像〔第61回日本臨床細胞学会総会（春期大会）〕
Web　2020.6.20

中西真由子・宮崎　啓・森田竜一・江口大樹・米
倉伸彦・田中　信・片山政伸・田中基夫・重松　
忠・加藤寿一・馬場正道：胆道出血を契機に診断
された混合型肝癌の一例〔第104回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会〕Web　2020.6.27

加藤寿一・馬場正道・緒方彩華・岡　英輝・日野明
彦・四方寛子・中川哲也・杉原洋行・森谷鈴子・
九嶋亮治：脳転移にて再発を来した右卵管癌にお
けるTP53遺伝子変異の多様性〔第109回日本病理
学会総会〕Web　2020.7.1

馬場正道：消化器がんの病理診断と分子生物学的
手法（レクチャー）〔第90回琵琶湖消化器カンファ
レンス〕Web　2020.10.29

河野　仁・加藤寿一・平泉志保・木村祥佳・馬
場正道・増山　守：意識障害および低体温症の
一剖検例〔令和２年度草津栗東医師会CPC〕草津　
2020.10.31

救急集中治療科

塩見直人・野澤正寛・岩田賢太朗・平泉志保・越後　
整：チェックリストを用いた虐待防止の取り組み…

〔第43回日本脳神経外傷学会〕箱根　2020.3.6

平泉志保・越後　整・福田将啓・日野篤信・松本
悠吾・中本和真・瀬越由佳・塩見直人：昇圧薬投
与中の脳死とされうる状態の産褥婦から授乳を行
ない，家族の心のケアを行った１例〔第47回日本
集中治療医学会学術集会〕オンライン　2020.3.8

塩見直人：救命救急センターにおけるエンド・オ
ブ・ライフ－延命治療中止の経験－〔第23回日本
臨床救急医学会総会・学術集会〕東京　2020.8.23

越後　整・平泉志保・岡　英輝・日野明彦・塩見直
人：大規模災害における脳神経外科医の役割〔第79
回日本脳神経外科学会学術総会〕…岡山　2020.10.15
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越後　整・中村隆志・倉田博之・中本和真・瀬越
由佳・松本悠吾・日野篤信・岩田賢太朗・平泉志
保・野澤正寛・塩見直人：RRSは生命に関わる緊
急時対応を明確化し，予期せぬ心停止を減少させ
る〔第48回日本救急医学会総会・学術集会〕岐阜　
2020.10.18

中本和真・瀬越由佳・松本悠吾・日野篤信・岡　
翔・岩田賢太朗・平泉志保・野澤正寛・越後　整・
塩見直人：重症外傷におけるドクターヘリの有効
性に関する検討〔第48回日本救急医学会総会・学
術集会〕岐阜　2020.10.18

日野篤信・中本和真・瀬越由佳・松本悠吾・岡　
翔・岩田賢太朗・平泉志保・野澤正寛・越後　整・
塩見直人：子宮内外同時妊娠，異所性妊娠破裂に
よる出血性ショックの一例〔第48回日本救急医学
会総会・学術集会〕岐阜　2020.10.18

岩田賢太朗・野澤正寛・中道啓介・松尾宏一・塩
見直人：小児重症患者における防災ヘリコプター
を用いた長距離搬送システムの構築〔第48回日本
救急医学会総会・学術集会〕岐阜　2020.10.18

加藤文崇・岩田賢太朗・平泉志保・野澤正寛・越
後　整・藤野和典・塩見直人・江口　豊：鈍的腸
管・腸間膜損傷における保存治療の選択は，初診
時の所見により可能か〔第48回日本救急医学会総
会・学術集会〕岐阜　2020.10.18

松本悠吾・瀬越由佳・中本和真・日野篤信・岡　翔・
岩田賢太朗・平泉志保・野澤正寛・越後　整・塩見
直人：開放性骨盤骨折の診断が遅れた重症多発外
傷の１例－Tertiary…surveyの重要性－〔第48回日
本救急医学会総会・学術集会〕岐阜　2020.10.18

瀬越由佳・中本和真・松本悠吾・日野篤信・岡　
翔・岩田賢太朗・平泉志保・野澤正寛・越後　整・
塩見直人：歩いて救急受診した小児頭部外傷軽症
例にCT検査は必要か？〔第48回日本救急医学会総

会・学術集会〕岐阜　2020.10.20

塩見直人・平泉志保・野澤正寛・岩田賢太朗・日
野篤信・松本悠吾・中本和真・瀬越由佳・越後　
整：頭部外傷患者に対する症例，病態ごとの頭蓋
内圧指向性治療〔第34回日本外傷学会総会・学術
集会〕Web　2020.12.7

平泉志保・越後　整・野澤正寛・岩田賢太朗・日
野篤信・松本悠吾・中本和真・瀬越由佳・塩見直
人：来院後意識レベル低下した急性硬膜下血腫の
臨床像に関する検討〔第34回日本外傷学会総会・
学術集会〕Web　2020.12.7

野澤正寛・岩田賢太朗・塩見直人：発達障害の指
摘歴は外傷性頭蓋内病変や頭蓋骨骨折の発生リス
クとなりうる〔第34回日本外傷学会総会・学術集
会〕Web　2020.12.7

野澤正寛・岩田賢太朗・塩見直人：在宅医療児にお
けるドクターカー・ドクターヘリの運用施設と慢
性期かかりつけ病院との連携〔第15回日本病院前
救急診療医学会総会・学術集会〕Web　2020.12.15

筒井美穂・尾島由美・村井　綾・野澤正寛・塩見直
人：小児心肺停止例に対して病院前診療で使用でき
る家族ケア指針の作成と運用…〔第15回日本病院前
救急診療医学会総会・学術集会〕Web　2020.12.15

健診センター

一橋知代・内橋多香子・鰐部亜砂子：当院ドック
健診受診者の満足度向上への取り組み〈BR〉～受
診者アンケートより～〔第22回日本医療マネジメ
ント学会学術総会〕京都　2020.10.6

内橋多香子・一橋知代・鰐部亜砂子：健診結果の
迅速報告を目的とした画像検査レポートのシステ
ム連携〔第22回日本医療マネジメント学会学術総
会〕京都　2020.10.6
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看 護 部

松村智子・北川留美子・三﨑美佐子・松並睦美・
中村隆志：急変予測，予期せぬ死亡減少への取り
組み〈BR〉NEWS導入，RRSでの看護課長の役割

〔第22回日本医療マネジメント学会学術総会〕…京都　
2020.10.6

岡本サユリ・安間順子・山田寿美・菅沼果南・木村
里美：外来における在宅療養支援に向けた取り組
み〔第22回日本医療マネジメント学会学術総会〕
京都　2020.10.6

三﨑美佐子・松村智子・松並睦美：クリティカル
パス標準化への見直し〔第22回日本医療マネジメ
ント学会学術総会〕京都　2020.10.6

堀川ちか子：化学療法を受けた患者へのスキン-テ
ア予防に向けたセルフケア支援〔第22回日本医療
マネジメント学会学術総会〕京都　2020.10.6

兵庫友美・菅沼果南：患者支援センターにおける
皮膚・排泄ケア認定看護師の関わり〔第22回日本
医療マネジメント学会学術総会〕京都　2020.10.6

松下翔大・家城慎吾・田中藤人・山元伸也：当院
手術室におけるインカム導入による効果と課題

〔第22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.6

佐々木光隆：脊髄くも膜下麻酔の麻酔効果判定
への患者介入評価〈BR〉－患者参画の検証－〔第
22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.6

寸田　佳・山田寿美・木下香子：がん薬物療法に
おける職業性曝露予防に対する看護師の認識と行
動の現状〔第22回日本医療マネジメント学会学術
総会〕京都　2020.10.6

長田　暁・平井達也：緊急経皮的脳血栓回収術に
おけるSCUとの連携〔第22回日本医療マネジメン
ト学会学術総会〕京都　2020.10.6

今村里紗・山崎敏江・瀬村直美：患者に寄り添っ
た退院支援をめざして－中堅看護師を中心とした
チーム活動－〔第22回日本医療マネジメント学会
学術総会〕京都　2020.10.6

林　薫・越後　整：当院のRRS対応の評価から見
えてきた課題〔第22回日本医療マネジメント学会
学術総会〕京都　2020.10.6

勝木哲郎：心不全療養生活管理を獲得したケース
をふりかえる～情報収集ツールを活用して～〔第
22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.6

高橋美幸・竹中建一・瀬村直美：救急病棟における
身体抑制低減への取り組み～患者の安全とQOL
向上の視点で考える～〔第22回日本医療マネジメ
ント学会学術総会〕京都　2020.10.6

高牟禮あかね・三﨑美佐子：病棟の特殊性を活か
した教育計画の構築〔第22回日本医療マネジメン
ト学会学術総会〕京都　2020.10.6

小池竜介：カンファレンスの改善と多職種連携の
強化に向けた取り組み〔第22回日本医療マネジメ
ント学会学術総会〕京都　2020.10.6

小河菜穂：川崎病の退院指導充実へ向けた母親へ
のインタビュー調査〔第22回日本医療マネジメン
ト学会学術総会〕京都　2020.10.6

依田知子：糖尿病患者における高齢者総合機能評
価を用いた退院支援〔第22回日本医療マネジメン
ト学会学術総会〕京都　2020.10.6

安田英樹：高齢者の個別性を尊重した多職種リハ
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ビリテーションの取り組み〔第22回日本医療マネ
ジメント学会学術総会〕京都　2020.10.6

猪飼俊行：当院の脳梗塞再開通療法における時間
短縮への取り組みの現状分析と課題〔第22回日本
医療マネジメント学会学術総会〕京都　2020.10.6

藤村勇希：認知症患者への統一した看護介入によ
る認知機能の変化〔第22回日本医療マネジメント
学会学術総会〕京都　2020.10.6

赤澤昌代：在宅医療スタッフとの事例検討を通し，
看護の連携構築を目指す〔第22回日本医療マネジ
メント学会学術総会〕京都　2020.10.6

松並睦美・松村智子・菅沼果南：入退院センターの
組織再編と機能拡充による経営参画〔第22回日本
医療マネジメント学会学術総会〕京都　2020.10.7

木村里美・中村隆志：臨床倫理コンサルテーショ
ンチームの実践と効果～多職種研修で参加者が得
ていること～〔第22回日本医療マネジメント学会
学術総会〕京都　2020.10.7

北川留美子・松村智子・松並睦美：看護記録の質
改善および効率化への取り組み〔第22回日本医療
マネジメント学会学術総会〕京都　2020.10.7

菅沼果南・松村智子・松並睦美：急性期病院の看
護管理者の意図的な介入による効果的なベッドコ
ントロールを目指して〔第22回日本医療マネジメ
ント学会学術総会〕京都　2020.10.7

筒井俊博：当院における医療安全文化の構築〈BR〉
～約９年間の軌跡～〔第22回日本医療マネジメン
ト学会学術総会〕京都　2020.10.7

近藤亜紀：透析療法における抜針予防のためのよ
りよい回路固定法の検証〔第22回日本医療マネジ
メント学会学術総会〕京都　2020.10.7

髙田詩織：手術における体位固定の圧変化〈BR〉
～「頭低位25度」の体圧分散用具の検証～〔第
22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.7

家城慎吾：ERにおける緊急手術に対する取り組み
～緊急開頭・穿頭手術に備えて～〔第22回日本医
療マネジメント学会学術総会〕京都　2020.10.7

北野香苗：緩和ケア入院該当患者調査から見えて
きた現状と課題〔第22回日本医療マネジメント学
会学術総会〕京都　2020.10.7

若原聖徳：救命救急センターが担うPFM（Patient…
Flow…Management）〔第22回日本医療マネジメン
ト学会学術総会〕京都　2020.10.7

勝木哲郎：心不全患者への多職種パンフレット指
導の現状から今後の心不全マネジメントを考察す
る〔第22回日本医療マネジメント学会学術総会〕
京都　2020.10.7

小番裕貴：右半球脳梗塞の高齢患者におけるせん
妄発症と３つのせん妄リスク因子の関連性〔第
22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.7

武田あや：人工膝関節置換術を受けた患者の転倒
予防に対する教育的アプローチの効果の検討〔第
22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.7

猪飼奈央：身体拘束ゼロ活動～現状と課題～〔第
22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.7

岩﨑明香：排尿自立に向けた取り組み〈BR〉－排
尿チーム活動を通した病棟スタッフの意識変化－

〔第22回日本医療マネジメント学会学術総会〕…京都　
2020.10.7
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徳永秀子・北川留美子：患者・家族の立場でのセ
ル看護提供方式導入後の評価〔第22回日本医療マ
ネジメント学会学術総会〕京都　2020.10.7

大角洋子・北川留美子：やりがい支援に着目した
看護提供方式の効果〔第22回日本医療マネジメン
ト学会学術総会〕京都　2020.10.7

青木俊憲・山本祐奈・髙牟禮あかね・三﨑美佐子：
パートナーシップ・ナーシングシステムの定着へ
の取り組み〔第22回日本医療マネジメント学会学
術総会〕京都　2020.10.7

青山恵里佳：カリウム管理が困難な透析患者の行
動変容に向けての関わり〔第22回日本医療マネジ
メント学会学術総会〕京都　2020.10.7

感染制御室

東海弓恵：ウイルス抗体価・ワクチン接種歴を記
載した個人用カードにおける感染対策効果〔第
22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.7

画像診断科

高橋　悠･鰐部亜砂子：検診乳腺エコー増枠におけ
る効果〔令和元年度経営改善コンペディション〕
栗東　2020.1.10

藤田香菜恵：医師の業務支援（冠動脈CTの画像解
析による負担軽減について）〔令和元年度経営改善
コンペディション〕栗東　2020.1.10

鰐部亜砂子：病気の予防「がんについてもっと知
り，自分の生活習慣を見直そう」〔栗東市葉山東小
学校〕栗東　2020.1.17

園部　信・大野魂太・西川淳二・疋田拓慎・弥永
彩有・藤田香菜恵・松井智広・松永直樹・枚田敏

幸：MRIによる脳神経外科術前画像支援のための
脳表撮影の時間短縮について〔済生会滋賀県病院〕
栗東　2020.2.28

高橋　悠･鰐部亜砂子：当院の乳腺検査領域にお
ける教育プログラム導入についての検討〔第22
回日本医療マネージメント学会学術総会〕京都　
2020.10.6

鰐部亜砂子：当院におけるがん検診の精度管理シ
ステムの構築〔第22回日本医療マネージメント学
会学術総会〕京都　2020.10.6

枚田敏幸：画像診断科のおける放射線情報システ
ム停止時における危機管理対応について〔第22
回日本医療マネージメント学会学術総会〕京都　
2020.10.6

河村雪乃・鰐部亜砂子・大内佳美・吉岡綾奈・増
山　守：がん教育から目指すがん医療向上～小学
校での授業を経験して～〔第28回乳癌学会学術総
会〕Web　2020.10.9-31

鰐部亜砂子･高橋　悠･弥永彩有：栗東市における
「がん教育」の取り組み〔第30回日本乳癌検診学会
総会〕仙台　2020.11.23

弥永彩有・鰐部亜砂子･庄司桃子・藤田香菜恵・高
橋　悠：デジタルマンモグラフィ品質管理におけ
る日常管理実施方法の検討〔第30回日本乳癌検診
学会総会〕仙台　2020.11.23

薬 剤 部

中川英則：済生会滋賀県病院ASTの取り組みと評価
〔第22回医療マネージメント学会〕京都　2020.10.6

山極恒平：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22回医療マネージメント学
会〕京都　2020.10.6
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豊田卓巳：新人教育にメンター制度を導入し
た結果〔第22回医療マネージメント学会〕京都　
2020.10.6

石田美紀：入退院センターにおける…お薬手帳持参
率及び利用状況の調査〔第22回医療マネージメン
ト学会〕京都　2020.10.6

臨床検査科

山本　誉・椿野悦子・余根田直人・新井未来・畑　
久勝：トロポニン定性から定量へ～高感度トロ
ポニンの性能と評価～…〔第42回滋賀県医学検査学
会〕草津　2020.3.10

大濱　愛・畑　久勝・長谷川健二・山本孝吉・北
村憲一：緊急輸血の安定供給と対応能力向上を目
指して～チェックリスト形式の手順書を用いる実
践トレーニングの取り組み～〔第68回日本輸血・
細胞治療学会〕東京　2020.6.6

嶋村成美・加藤寿一・上林悦子・西野俊博・植田正
己・田中基夫・重松　忠・馬場正道・森谷鈴子・
九嶋亮治：肝類上皮血管内皮腫のEUS-FNA細胞
像〔第61回日本臨床細胞学会総会　春季大会〕横浜　
2020.6.20-7.19

新井未来・山本　誉・余根田直人・椿野悦子・畑　
久勝：悪性リンパ腫治療中患者の尿沈査でアデノ
ウイルス感染が疑われた症例〔第69回日本医学検
査学会〕千葉　2020.9.5

新井未来・岸田結香・元中　恵・大濱　愛・長谷
川健二・西野俊博・畑　久勝・牧石徹也・山本孝
吉：医療法改正に向けた臨床検査センターの取
り組み…〔第22回日本医療マネジメント学会学術集
会〕京都　2020.10.7

新川雄士：質の高い教育を目指した日当直業務研
修チェックリストの改訂とその効果〔第22回日本

医療マネジメント学会学術集会〕京都　2020.10.7

古谷善澄・三浦　和・西村康司・畑　久勝：開業
医を対象としたハンズオンエコーセミナーの開催

〔第22回日本医療マネジメント学会学術総会〕…京
都　2020.10.7

鈴木まりな：Nocardia cyriacigeorgicaによる肺ノ
カルジア症の１例〔第67回日本臨床検査医学会学
術集会〕岩手　2020.11.19-22

栄 養 科

山田美香・奥　彩乃・有光歩実・江崎亜里沙・渕
上洋子・牧石徹也・重松　忠：外来血液透析患者
に対する栄養指導プログラムを開始して〔第23回
日本病態栄養学会年次学術集会〕京都　2020.1.26

有光歩実・中井聡志・江崎亜里沙・北川留美子・
吉田智子・千田哲也・赤根光宣・重松　忠：口腔
ケアについての検討〔第35回日本臨床栄養代謝学
会学術集会〕Covid-19流行のため紙面（一部Web）　
2020.2.27-28

長坂郁奈・有光歩実・江崎亜里沙・籏生麻衣子・
山本　隆・北川留美子・後藤幸大・重松　忠：く
も膜下出血後，遅発性脳血管攣縮期（DIND）に
対して栄養介入が有効であった１症例〔第35回日
本臨床栄養代謝学会学術集会〕Covid-19流行のた
め紙面（一部Web）　2020.2.27-28

山田美香：外来血液透析患者に対する栄養指導の
取り組み〔第22回日本医療マネジメント学会学術
総会〕京都　2020.10.8

リハビリテーション技術科

武内剛士：重症例を含むクモ膜下出血の超早期離
床の試みとその安全性の検討〔第45回脳卒中学会
学術集会〕横浜　2020.8.23
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小澤和義：施設見学チェックシートを活用した回
復期リハビリテーション病棟開設準備〔第22回日
本医療マネジメント学会〕京都　2020.10.6

藤田拓郎：急性期からの自動車運転評価の必要性
について〔第22回日本医療マネジメント学会〕京都　
2020.10.6

今井伸也：運動指導が血液透析患者の身体機能と
QOLに与える効果〔第65回日本透析医学学会学術
集会〕Web　2020.11.2-24

臨床工学科

坂本千絵・竹下博志・吉岡　誠：術中神経モニタ
リングにおける安定した波形導出のために～臨床
工学技士の挑戦～〔第72回済生会学会・令和元年
度済生会総会〕新潟　2020.2.9

三宅琢也・徳田直樹・坂本千絵・本村了祐・吉岡　
誠：集中治療室における医療機器研修の取り組み
について〔第22回日本医療マネンジメント学術総
会〕京都　2020.10.6

本村了祐・吉岡　誠：ペースメーカ外来業務改善
への取り組み〔第22回日本医療マネンジメント学
術総会〕京都　2020.10.6

総務課兼人事課

十二里拓平：治験実施に向けた取り組みと今後の
課題について〔第22回日本医療マネジメント学会
学術総会〕京都　2020.10.7

医師支援課

小泉奈穂美・古川佳英子・中村隆志・三木恒治：
医師事務作業補助者が果たす中継機能：検査結果
未確認への対応〔第22回日本医療マネジメント学
会学術総会〕京都　2020.10.7

古川佳英子・小泉奈穂美・中村隆志・三木恒治：
滋賀県内における医師事務作業補助者の現状につ
いて〔第22回日本医療マネジメント学会学術総会〕
京都　2020.10.7

医 事 課

福森亮介：BIツールを用いた効率的なクリティカ
ルパス作成の取り組み〔第22回日本医療マネジメ
ント学会抄録〕京都　2020.10.6

駒井由樹：外来診療再編成：外来診療を円滑に運
営し，医療サイドと患者双方の満足度向上を目指
す〔第22回日本医療マネジメント学会抄録〕京都　
2020.10.6

珠玖佑樹・中村隆志：診療報酬請求の査定対策と…
成果について〔第22回日本医療マネジメント学会
学術総会〕京都　2020.10.6

松山千紗：医事課入院室の時間外削減対策と継続
的な業務改善ができる体制の構築について〔日本
マネジメント学会〕京都　2020.10.6

川元裕介：早出勤務廃止に向けた取り組みにつ
いて〔第22回日本医療マネジメント学会〕京都　
2020.10.6

土屋明子：診療記録の質的向上に向けた効率的な
取り組み〔第22回日本医療マネジメント学会〕京都　
2020.10.6

石井茜子：医事救急室における業務改善について
〔日本マネジメント学会〕京都　2020.10.7

経営企画課

西澤真由美：更新の利便性向上とSEO対策を重点と
したホームページリニューアルについて〔第22回日
本医療マネジメント学会学術総会〕京都　2020.10.6
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資 材 課

杉浦暢彦：RFIDを用いた物流改善～院内物流から
SCM構想まで～〔第22回日本医療マネジメント学
会学術総会〕京都　2020.10.6

大場　聖：事務職員としての医薬品交渉への関わ
り方…〔第22回日本医療マネジメント学会学術総会〕
京都　2020.10.7

社会福祉事業課

山本育代：当院の子ども虐待チェックリストの項
目を整理するための各項目の有効性の検討〔第
22回日本医療マネジメント学会学術総会〕京都　
2020.10.7

情報システム課

中西雄一：医療情報システム保守費用適正化の取
り組みについて〔第22回日本医療マネジメント学
会学術総会〕京都　2020.10.6

地域医療連携課

日置康志・北川留美子・川添芽衣子・小澤和義：
脳卒中地域連携パスでの連携病院間カンファレン
スの有用性について〔第22回日本医療マネジメン
ト学会学術総会〕京都　2020.10.6

日置康志・松村智子・菅沼果南・川添芽衣子：法
人内でのケア実務担当者間カンファレンスの有用
性について〔第22回日本医療マネジメント学会学
術総会〕京都　2020.10.7




