
 

代謝・内分泌内科 
 

1）DNA/AA ratio but not EPA ratio is more 

strongly correlated with the severity of chronic 

obstruction of coronary artery in type 2 diabetic 

patients 

Seiichiro Ogaku 

Diabetes 76th scientific sessions 

New Orleans, LA  2016.06.10～14 

 

2）OGMS を用いた３種類特効型インスリンの就

眠中における血糖変動解析 

大角誠一郎、池田和弘、中村高秋 

日本糖尿病学会近畿地方会 

大阪市 2016.11.12 

 

3）下垂体腫瘍の海綿静脈洞への浸潤と鑑別が困

難だった Tolosa-Hunt 症候群の一例 

西川直樹、中村高秋、井田智治、松尾宏俊 

日本内科学会近畿支部主催第 215 回近畿地方会 

神戸市 2017.03.25 

 

腎 臓 内 科 

（腎臓センター） 

 

1）筋肉量・栄養状態を示す指標としての

eGFR-gap 

井田智治、瀬川裕佳、仲井邦浩、冨田 彩、 

三原 悠、門 浩志、八田 告 

第 18 回近江八幡内科臨床研究会 

近江八幡市 2016.06.02 

 

2）InBody と BCM はどちらが体液量変化に鋭敏

か？ 

瀬川裕佳、八城正和、岡村基弘、岡村康彦、 

今村孔美、井田智治、冨田 彩、三原 悠、 

上野里紗、門 浩志、薗村和宏、八田 告 

第 61 回日本透析医学会学術集会 

大阪市 2016.06.10～12 

 

3）筋肉量・栄養状態を示す指標としての

eGFR-gap 

井田智治、瀬川裕佳、今村孔美、冨田 彩、 

三原 悠、上野里紗、門 浩志、薗村和宏、 

八田 告 

第 59 回日本腎臓学会学術総会 

横浜市 2016.06.17～19 

 

4）保存期腎不全検査教育入院は、尿蛋白量が多

い CKD の方が有効である 

今村孔美、門 浩志、井田智治、冨田 彩、 

三原 悠、上野里紗、八田 告 

第 59 回日本腎臓学会学術総会 

横浜市 2016.06.17～19 

 

5）同年齢比較可能な eGFR 推定ソフト開発 

八田 告、瀬川裕佳、薗村和宏、門 浩志、 

武田和夫 

第 59 回日本腎臓学会学術総会 

横浜市 2016.06.17～19 

 

6）Na 尿中排泄昼夜比はＣＫＤ患者の夜間高血圧

の強力なリスク因子である 

三原 悠、門 浩志、今村孔美、冨田 彩、 

井田智治、上野里紗、八田 告 

第 59 回日本腎臓学会学術総会 

横浜市 2016.06.17～19 

 

7）効果的なＣＫＤ検査教育入院プログラムを考

えるＣＫＤ検査教育入院から始まる病診連携医

療 

門 浩志、八田 告、 

第 59 回日本腎臓学会学術総会 

横浜市 2016.06.17～19 

 

8）耐久性の高い PICC 管理を目指して～PICC 回

診ををはじめとした PICC 管理体制の成果～ 

茂森賢太、瀬川裕佳、井田智治 
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第 4 回血管内留置カテーテル管理研究会 

神戸市 2016.08.20 

 

9）BCM で見る保存期腎不全と血液透析の違い 

瀬川裕佳、薗田桂子、荒川正夫、仲井邦浩、 

井田智治、冨田 彩、三原 悠、門 浩志、 

八田 告 

第 37 回滋賀腎・透析研究会 

大津市 2016.09.04 

 

10）腎盂腎炎による敗血症性ショック 

久住龍介、冨田 彩、細川洋平、高松哲郎 

第 3 回臨床病理検討会（CPC） 

近江八幡市 2016.09.29 

 

11）Na 尿中排泄昼夜比は CKD 患者の夜間高血圧

における強力なリスク因子である 

門 浩志、瀬川裕佳、八田 告 

第 39 回日本高血圧学会総会 

仙台市 2016.09.30～10.02 

 

12）腎臓病啓発としての減塩普及活動—腎臓病撲

滅キャンペーン隊 10 年間の歩み— 

八田 告、井上智恵、瀬川裕佳、門 浩志 

第 39 回日本高血圧学会総会 

仙台市 2016.09.30～10.02 

 

13）減塩による味覚改善は減塩遵守に繋がるか。 

Does taste improvement lead to better salt 

reduction compliance? 

瀬川裕佳、門 浩志、原 将之、八田 告 

第 39 回日本高血圧学会総会 

仙台市 2016.09.30～10.02 

 

14）ECMO 管理で救命しえた肺胞出血を伴った

MPO-AMCA 関連血管炎の１例 

冨田 彩、仲井邦浩、今村佳美、井田智治、 

三原 悠、上野里紗、門 浩志、八田 告 

第 46 回腎臓学会西部学術大会 

宮崎市 2016.10.14～15 

 

15）抗糸球体基底膜抗体型急速進行性糸球体腎炎

に慢性リンパ球性白血病を合併した１例 

仲井邦浩、今村孔美、三原 悠、井田智治、 

冨田 彩、門 浩志、八田 告 

第 46 回腎臓学会西部学術大会 

宮崎市 2016.10.14～15 

 

16）NST 対象患者の腎機能評価にクレアチニン

は不適切である 

瀬川裕佳、井田智治、石川博己、池田和弘、 

茂森賢太、高田和典、仲井邦浩、小見山こず恵、 

黒川あかね、中村高秋 

第 32 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 

岡山市 2017.02.23～24 

 

17）慢性腎臓病の治療と日常生活の注意点につい

て 

門 浩志 

腎臓（難病）医療講演会 

草津市 2017.03.05 

 

消 化 器 内 科 
 

1） 当院で経験した成人腸重積の 14 例 

置塩伸也、高田和典、茂森賢太、堀江秀樹、 

森沢 剛、楊 孝治、石川博己、赤松尚明 

第 102 回日本消化器病学会総会 

東京 2016.04.21～23 

 

2）PEG 症例における早期死亡予想因子の検討 

堀江秀樹、小西英幸、岡野 均、置塩伸也、 

高田和典、茂森賢太、楊 孝治、森沢 剛、 

石川博己、赤松尚明、冨樫弘一、藤野誠司、 

奥田孝太郎、奥田隆史 

第 91 回日本消化器内視鏡学会総会 

東京 2016.05.12～14 

 

3 ） 2 型 C 型 慢 性 肝 疾 患 に 対 す る
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Sofosbuvir/Ribavirin  療 法 の 治 療 効 果 ‐

Ribavirin 遵守率が治療効果に与える影響につい

ての検討‐ 

高見史朗、城 正泰、益澤 明、楊 孝治、 

石川博己、竹内孝幸、金岡彦治、中島年治 

第 52 回日本肝臓学会総会 

千葉市 2016.05.19～20 

 

4）Ｂ型肝炎について 

石川博己 

Ｂ型肝炎医療講演会 

長浜市 2016.05.21 

 

5）胃癌検診後に発症した巨大バリウム糞石に対

する内視鏡治療の 1 例 

澤井裕貴、堀江秀樹、冨田侑里、渡邊直人、 

置塩伸也、高田和典、茂森賢太、楊 孝治、 

森沢 剛、石川博己、赤松尚明 

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 96 回支部例会 

京都市 2016.06.11 

 

6）Type4 大腸癌様形態を呈した転移性直腸癌の

一例 

渡邊直人、澤井裕貴、冨田侑里、置塩伸也、 

高田和典、茂森賢太、堀江秀樹、楊 孝治、 

森沢 剛、石川博己、赤松尚明 

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 96 回支部例会 

京都市 2016.06.11 

 

7）当院におけるＤＡＡ使用経験 

石川博己 

滋賀県Ｃ型肝炎セミナー 

大津市 2016.06.24 

 

8）Spyglass DS を使用した胆道鏡が診断に有用

であった胆管癌の１例 

堀江秀樹、澤井裕貴、冨田侑里、渡邊直人、 

置塩伸也、高田和典、茂森賢太、楊 孝治、 

森沢 剛、石川博己、赤松尚明 

滋賀県消化器研究会第 77 回学術講演会 

大津市 2016.07.08 

 

9）当院におけるネオベール+ベリプラストの使用

経験 

赤松尚明 

第 29 回近江臨床研究会 

2016.07.08 

 

10）耐久性の高い PICC 管理を目指して～PICC

回診ををはじめとした PICC 管理体制の成果～ 

茂森賢太、瀬川裕佳、井田智治 

第 4 回血管内留置カテーテル管理研究会 

神戸市 2016.08.20 

 

11）当院における口腔外科・耳鼻咽喉科領域の

PEG の現状 

堀江秀樹、小西英幸、鎌田和浩、半田 修、 

内藤裕二、伊藤義人、岡野 均 

第 21 回 PEG・在宅医療研究会学術集会 

高松市 2016.09.03 

 

12）治療に難渋中の潰瘍性大腸腺の１例 

高田和典 

炎症性腸疾患の治療戦略を考える会 

彦根市 2016.09.08 

 

13）最新のＣ型肝炎治療および NASH について 

石川博己 

平成 28 年度滋賀県肝炎医療従事者研修会 

東近江市 2016.09.10 

 

14）がんを早くみつけて得すること 

赤松尚明 

第 5 回東近江医療圏がん診療市民公開講座 

東近江市 2016.09.11 

 

15）検診胃透視後にＳ状結腸穿孔によるバリウム

腹膜炎を来した直腸Ｓ状結腸部癌の一例 

冨田侑里、森沢 剛、澤井裕貴、渡邊直人、 

置塩伸也、高田和典、茂森賢太、堀江秀樹、 
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楊 孝治、石川博己、赤松尚明、井岡笑子 

第 105 回日本消化器病学会近畿支部例会 

大阪市 2016.09.17 

 

16）免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎

対策～怖い B 型肝炎の再活性化～ 

石川博己 

院内講演  

近江八幡市 2016.09.26 

 

17）当科での浮腫（うっ血・溢水）治療 

石川博己 

体液調節における心・腎・肝連関を考える会 

近江八幡市 2016.10.20 

 

18）Ｂ型肝炎治療の現状と最新の知見 

石川博己 

近江八幡市蒲生医師会講演会 

近江八幡市 2016.10.25 

 

19）ESD にて診断、治療し得た大腸多発顆粒細

胞腫の一例 

高田和典、澤井裕貴、冨田侑里、渡邊直人、 

置塩伸也、茂森賢太、堀江秀樹、森沢 剛、 

楊 孝治、石川博己、赤松尚明 

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 97 回支部例会 

京都市 2016.11.26 

 

20）AIDS/HIV 感染症に合併したびまん大細胞 

性 B 細胞リンパ腫の一例 

置塩伸也、澤井裕貴、冨田侑里、渡邊直人、 

高田和典、茂森賢太、堀江秀樹、森沢 剛、 

楊 孝治、石川博己、赤松尚明 

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 97 回支部例会 

京都市 2016.11.26 

 

21）当院でのＤＡＡ治療経験 

石川博己 

エレルサ/ グラジナ発売記念講演会 

大津市 2016.12.15 

 

22）大量血性腹水の１例（90 歳代男性） 

戸村暢成、置塩伸也、細川洋平、高松哲郎 

臨床病理検討会（2016 年度第 8 回） 

近江八幡市 2017.01.12 

 

23）内視鏡的捻転解除にて治癒した輸入脚症候群

の一例 

高田和典、渡邊直人、冨田侑里、澤井裕貴、 

置塩伸也、茂森賢太、堀江秀樹、楊 孝治、 

森沢 剛、石川博己、赤松尚明 

滋賀消化器研究会第 78 会学術講演会 

大津市 2017.01.28 

 

24）長期画像経過をおえた肝 MALT リンパ腫の

１例 

澤井裕貴 

第 66 回かもがわ肝臓カンファレンス 

京都市 2017.02.10 

 

25）当院で新たに導入した PICC 管理体制の成果 

茂森賢太、瀬川裕佳、井田智治、溝江景子、 

山本圭恵、小見山こず恵 

第 32 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 

岡山市 2017.02.23～24 

 

26）当院 ICU における早期経腸栄養プロトコー

ルの導入と有用性に関する検討 

高田和典、黒川あかね、小見山こず恵、森田 曜、 

元中秀行、山本圭恵、溝江景子、井田智治、 

茂森賢太、瀬川裕佳、石川博己、中村高秋 

第 32 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 

岡山市 2017.02.23～24 

 

27）当院における結腸憩室出血の検討 

堀江秀樹、澤井裕貴、冨田侑里、渡邊直人、 

置塩伸也、高田和典、茂森賢太、楊 孝治、 

森沢 剛、石川博己、赤松尚明 

第 13 回日本消化管学会総会学術集会 

名古屋市 2017.02.17～18 
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28）若年発症の蜂窩織炎性大腸炎の１例 

冨田侑里、澤井裕貴、渡邊直人、置塩伸也、 

高田和典、茂森賢太、堀江秀樹、石川博己、 

楊 孝治、森沢 剛、赤松尚明 

日本消化器病学会近畿支部第 106 回例会 

大阪市 2017.02.25 

 

29）新たな肝膵内視鏡 SpyGlass DS 当院での使

用経験 

陶山遥介、堀江秀樹、小西英幸、内藤裕二 

日本消化器病学会近畿支部 

大阪市 2017.02.25 

 

血 液 内 科 
 

1）Nilotinib 投与後虚血性心疾患と PAOD を繰り

返した CML の維持透析症例 

小田和哉、赤松園子、髙橋良一、細川洋平、 

松元加奈 

第 105 回近畿血液学地方会 

大阪市 2016.06.18 

 

2） ビダーザ治療～長期継続投与例を中心に～ 

髙橋良一 

鹿児島 MDS カンファレンス 

鹿児島市 2016.07.08 

 

3）Retrospective multicenter study of primary 

plasma cell leukemia 

Aya Nakaya, Hirokazu Tanaka, Hitomi Kaneko, 

Satoru Kosugi, Toru Kida, Kensuke Ohta, Yuri 

Kamitsuji, Hirohiko Shibayama, Takeo Kohara, 

Masayuki Kobayashi, Maki Shindo, Shin-Ich 

Fuchida, Ryoichi Takahashi, Junya Kuroda, 

Nobuhiko Uoshima, Hideo Yagi, Yoko Adachi, 

Eri Kawata, Hitoji Uchiyama, Tsuneyoshi 

Hamada, Takayuki Takahashi, Mitsuhiro 

Matsuda, Masato Iida, Kazunori Imada, 

Chihiro Shimazaki, Itaru Matsumura, 

Masayuki Hino, Masafumi Taniwaki, Yuzuru 

Kanakura, Shosaku Nomura, Akifumi 

Takaori-Kondo 

第 78 回日本血液学会学術集会 

横浜市 2016. 

 

4）ビダーザ治療～長期継続投与例を中心に～ 

髙橋良一 

第 3 回 MDS Conference 

さいたま市 2016.11.22 

 

講師・座長等 

1）近江八幡地区 感染症セミナー 

座長 髙橋良一 

近江八幡市 2016.11.17 

 

2）社内勉強会 

講師 髙橋良一 

近江八幡市 2016.11.30 

 

3）第 10 回東近江がん治療カンファレンス 

座長 髙橋良一 

近江八幡市 2017.01.25 

 

4）院内感染対策講演会 

座長 髙橋良一 

近江八幡市 2017.01.26 

 

 

神 経 内 科 
 

1）当院における急性期脳卒中の全入院症例の発

症時の状況と危険因子に関する検討 

松尾宏俊、谷本匡浩、初田直樹、中島正之 

第 41 回日本脳卒中学会総会 

札幌市 2016.04.14～16 

 

2）一般病院での認知症診療 
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松尾宏俊 

日医生涯教育講座セミナー～認知症に寄り添う～ 

大津市 2016.05.14 

 

3）当院における筋萎縮性側索硬化症の診療状況

と転帰に関する検討 

松尾宏俊、藤井ちひろ、田原美喜、孫 明子、 

宮田清典、小泉 崇、五影昌弘、田中章浩、 

山田丈弘、前田憲吾、金 一暁、川合寛道、 

中川正法、水野敏樹 

第 57 回日本神経学会学術大会 

神戸市 2016.05.18～21 

 

4）Klebsiella pneumoniae による細菌性髄膜炎 

の 1 剖検例 

松尾宏俊、須藤和樹、和多田美奈子、池田和弘、 

立川弘孝、細川洋平、丹藤 創、伊東恭子 

第 57 回日本神経病理学会総会学術研究会 

弘前市 2016.06.01.～03 

 

5）認知症を予防し、いきいき生きる 

松尾宏俊 

第 6 回健康いきいき公開講座 

近江八幡市 2016.06.25 

 

6）筋萎縮性側索硬化症の 2 剖検例 

松尾宏俊、細川洋平、小泉 崇、沼 宗一郎、 

田中章浩、丹藤 創、伊東恭子 

第 99 回滋賀県臨床神経勉強会 

草津市 2016.06.17 

 

7）繰り返す脳梗塞で発症し、脳生検にて診断さ

れた血管内リンパ腫の 1 例 

松尾宏俊、尾原知行、孫 明子、中島正之、 

南口仁志、松井宏樹、横井俊浩、野崎和彦、 

水野敏樹 

日本神経学会第 105 回近畿地方会 

京都市 2016.07.02 

 

8）症例報告 

松尾宏俊 

プリオン病 NeuroCPC（愛知医科大学） 

名古屋市 2016.08.27 

 

9）脳卒中の発症時の状況と危険因子について 

松尾宏俊 

第 124 回滋賀県内科医会学術講演会 

近江八幡市 2016.09.24 

 

10）当院における急性期脳卒中の全入院症例の発

症時の状況と危険因子に関する検討 

松尾宏俊 

エリアエキスパート会議 

京都市 2016.10.08 

 

11）当院における筋萎縮性側索硬化症の診療状況

と転帰に関する検討 

松尾宏俊 

第 19 回近江八幡内科臨床研究会 

近江八幡市 2016.10.27 

 

12）繰り返す脳梗塞で発症し、脳生検にて診断さ

れた血管内リンパ腫の 1 例 

松尾宏俊、水野敏樹 

第 34 回日本神経治療学会総会 

米子市 2016.11.03～05 

 

13）在宅での看取りを行った MM2 皮質型

Creutzfeldt-Jakob 病の１剖検例 

松尾宏俊、田原美喜、関川利幸、赤木明生、 

三室マヤ、岩崎 靖、吉田眞理 

日本神経学会第 106 回近畿地方会 

京都市 2016.11.19 

 

14）認知症予防のための対策と指導方法について 

松尾宏俊 

認知症を考える会 in 近江八幡 

近江八幡市 2016.11.24 

 

15）プリオン病の 1 剖検例（60 歳代女性） 
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松尾宏俊、岩崎 靖、吉田眞理 

臨床病理検討会（2016 年度第 6 回） 

近江八幡市 2016.12.08 

 

16）ALS の 1 例（80 歳代男性） 

木村正夢嶺、松尾宏俊、細川洋平、高松哲郎、 

伊東恭子 

臨床病理検討会（2016 年度第 7 回） 

近江八幡市 2016.12.15 

 

17）Creutzfeldt-Jakob 病の 2 剖検例 

松尾宏俊 

第 3 回京都神経内科ケースカンファレンス 

京都市 2017.01.28 

 

18）在宅での看取りを行った MM2 皮質型

Creutzfeldt-Jakob 病の 1 剖検例 

松尾宏俊、田原美喜、関川利幸、赤木明生、 

三室マヤ、岩崎 靖、吉田眞理 

第 101 回滋賀県臨床神経勉強会 

草津市 2017.02.10 

 

19）当院におけるパーキンソン病患者の外来診療

とその動向に関する検討 

松尾宏俊 

ハッピーフェイスセミナー 

京都市 2017.02.25 

 

20）エンドキサンパルス療法が奏効したシェーン

グレン症候群関連脊髄炎の１例 

木村正夢嶺、松尾宏俊、田中章浩、藤井ちひろ、 

宮田清典、佐藤有美、細川洋平、水野敏樹 

日本神経学会 第 107 回近畿地方会 

大阪市 2017.03.05 

 

21）両側視床傍正中部梗塞症候群の４例について

の臨床像と転帰に関する検討 

松尾宏俊、河野浩人、齋藤 実、中島正之 

STROKE 2017 

大阪市 2017.03.16～19 

 

循 環 器 内 科     
 

1） 肺高血圧症の診断と治療 

深井邦剛 

第 18 回近江八幡内科臨床研究会 

近江八幡市 2016.06.02 

 

2）救急搬入直後に pulseless VT となり PCPS サ

ポート下に PCI を行い救命し得た超遅発性ステ

ント血栓症の一例 

八木信一朗 

第 38 回京滋救急セミナー 

京都市 2016.06.24 

 

3）Perfusion-Imaging が治療方針決定に有用で

あった CLI の一例 

中上拓男 

Catheter Intervention Summer Seminar 2016 

京都市 2016.07.02 

 

4）２日間にわたる時間差のハイブリッド治療に

て血行再建しえた腸骨総大腿動脈慢性完全閉塞

の一例 

山口真一郎 

第 25 回日本心血管インターベンション 

東京 2016.07.07～09 

 

5）急性心筋梗塞と鑑別に苦慮したたこつぼ型心

筋症の一例 

冨田伸也、全 完、中上拓男、横井宏和、 

山口真一郎、伊藤之康、佐分利 誠、民西俊太、 

八木信一朗、立川弘孝、槇 系、濵 

岡哲郎、 

深井邦剛 

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 

京都市 2016.07.16 

 

6）左室内血栓を伴った無症候性冠攣縮性狭心症
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の 1 例 

民西俊太、全 完、冨田伸也、八木信一朗、 

伊藤之康、佐分利 誠、濵岡哲郎、深井邦剛、 

山口真一郎、横井宏和、中上拓男、立川弘孝、 

槇 系 

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 

京都市 2016.07.16 

 

7）冠動脈薬剤溶出性ステント留置後早期にたこ

つぼ型心筋症を発症した一例 

八木信一朗 

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 

京都市 2016.07.16 

 

8）冠攣縮の関与が示唆された慢性心不全に対し

てβ遮断薬を変更したことで心不全増悪をきた

した一例 

八木信一朗 

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 

京都市 2016.07.16 

 

9）両方向性の旋回がみられた房室結節リエント

リー性頻拍の一例 

濵岡哲郎 

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 

京都市 2016.07.16 

 

10）症候性てんかんに神経原性肺水腫、カテコラ

ミン心筋症を合併した一例 

民西俊太 

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 

京都市 2016.07.16 

 

11）心不全合併の難治性非結核性抗酸菌症 

金子優作、中嶋麻子、細川洋平、高松哲郎 

第２回臨床病理検討会（CPC） 

近江八幡市 2016.07.28 

 

12）若年男性の下肢潰瘍を伴う Aorto-iliac 

occlusive disease合併大腿膝窩動脈および下腿動

脈慢性完全閉塞病変に対して EVT を施行した一

例 

八木信一朗 

第 10 回 JPR 研究会 

東京 2016.10.07～08 

 

13）２日に分けてハイブリッド治療を実施した腸

骨‐総大腿動脈閉塞病変の一例 

冨田伸也 

第 27 回 CVIT 近畿地方会 

大阪市 2016.10.08 

 

14）高度石灰化を伴う膝窩動脈閉塞病変に対して

Crosser による lesion modification が有効であっ

た一例 

深井邦剛 

第 27 回 CVIT 近畿地方会 

大阪市 2016.10.08 

 

15）Perfusion angiography が治療評価に有用で

あった CLI の一例 

中上拓男 

第 27 回 CVIT 近畿地方会 

大阪市 2016.10.08 

 

16）左手指難治性潰瘍に対し、血管内治療が有効

であった一例 

民西俊太 

第 27 回 CVIT 近畿地方会 

大阪市 2016.10.08 

 

17）重症下肢虚血化した高度石灰化を伴う腹部大

動脈閉塞の一例 

山口真一郎 

Kyoto Young Friday night Conference ( 

KYFC) 

京都市 2016.10.27 

 

18）急激に発症した心サルコイドーシスに対する

診断・治療に苦慮した一例 
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八木信一郎、中上拓男、安土佳大、金子優作、 

冨田伸也、民西俊太、濵岡哲郎、深井邦剛、 

山口真一郎、立川弘孝、槇 系 

第 19 回近江八幡内科臨床研究会 

近江八幡市 2016.10.27 

 

19）膝窩動脈完全閉塞病変に対して Crosser によ

る Lesion Modification が有効であった一例 

中上拓男 

Crosser user meeting 

京都市 2016.11.19 

 

20）急激に発症した心サルコイドーシスの診断・

治療に苦慮した一例 

八木信一郎、中上拓男、冨田伸也、民西俊太、深

井邦剛、 

濵岡哲郎、山口真一郎、立川弘孝、槇 系 

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 

大阪市 2016.11.26 

 

21）99ｍTc-ピロリン酸心筋シンチグラフィーが

異常集積を呈した AA 型心アミロイドーシスの 1

例 

冨田伸也、中上拓男、民西俊太、八木信一朗、 

濵岡哲郎、深井邦剛、山口真一郎、立川弘孝、 

槇 系 

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 

大阪市 2016.11.26 

 

22）narrow QRS 頻拍と Wide QRS 頻拍とを呈し

診断・治療に苦慮した 1 例 

民西俊太 

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 

大阪市 2016.11.26 

 

23）陳旧性心筋梗塞に合併した広範囲な左室内血

栓の診断に難渋した一例 

八木信一朗 

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 

大阪市 2016.11.26 

 

24）薬剤溶出ステント留置後早期にたこつぼ型心

筋症を発症した一例 

金子優作 

第 214 回日本内科学会近畿地方会 

大阪市 2016.12.03 

 

25）症候性てんかんに神経原性肺水腫、カテコラ

ミン心筋症を合併した一例 

戸村暢成 

第 214 回日本内科学会近畿地方会 

大阪市 2016.12.03 

 

26）当院における肺高血圧治療 

深井邦剛 

KS-PH 研究会 

大津市 2017.01.13 

 

27）EVT in patient with CLl who has total 

occlusion of abdominal Aorta with severe 

calcification 

Syunta Taminishi, Shinichiro Yamaguchi, 

Nobuichiro Yagi, Shinya Tomita, Tetsuro 

Hamaoka, Kuniyoshi Fukai, Takuo Nakagami, 

Hirotaka Tatsukawa 

JET 2017 

Tokyo 2017.02.17 

 

28）エキシマレーザーを併用した EVT により救

肢しえた両側 ALI の一例 

八木信一朗、中上拓男、冨田伸也、民西俊太、 

濵岡哲郎、深井邦剛、山口真一郎、立川弘孝 

第 28 回日本心血管インターベンション治療学会

近畿地方会 

大阪市 2017.03.11 

 

29）左上肢と右下肢の 2 肢同時急性動脈閉塞をき

たした一例 

民西俊太、中上拓男、冨田伸也、八木信一郎、 

塚本 学、濵岡哲郎、深井邦剛、山口真一郎、 
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立川弘孝 

第 28 回日本心血管インターベンション治療学会

近畿地方会 

大阪市 2017.03.11 

 

30）治療用カテーテルのデリバリー困難症例にお

ける long nose tapered インナーカテーテルの有

用性 

深井邦剛、中上拓男、金子優作、戸村暢成、 

冨田伸也、民西俊太、八木信一郎、塚本 学、 

濵岡哲郎、 

 

28）When should we start prednisolone? 

Nobuichiro Yagi 

第 81 回日本循環器学会学術集会 

金沢市 2017.03.17～19 

 

29）Assessment of strategies for endovascular 

treatment of chronic total occlusion lesions of 

aorto-iliac arteries  

Takuo Nakagami 

第 81 回日本循環器学会学術集会 

金沢市 2017.03.17～19 

 

座長・パネリスト等 

1） 滋賀県血栓治療講演会 特別講演 

座長 中上拓男 

大津市 2016.06.11 

 

2） Thrombosis Conference in Shiga 

パネリスト 中上拓男 

大津市 2016.06.16 

 

3）第 4 回 CLICK（Clinical live intervention 

conference in Kyoto） 

コメンテーター 中上拓男 

京都市 2016.08.27 

 

4）Expert Meeting in Shiga 

ファシリテーター 中上拓男 

大津市 2017.01.28 

 

5） 京都循環器臨床研究会 特別講演 

座長 中上拓男 

京都市 2017.02.02 

 

6） Meeting of Thromboembolism 特別講演 

座長 中上拓男 

近江八幡市 2017.02.23  

 

放 射 線 科 
 

1）膵嚢胞性腫瘍の画像診断～IPMN を中心に～ 

高田政彦 

第 17 回東近江臨床勉強会 

近江八幡市 2016.09.08 

 

2）肺癌検診の胸部写真 見落としを少なくする

ために 

松尾寿保 

平成 28 年度 第 1 回肺がん検診従事者講習会 

大津市 2016.12.03 

平成 28 年度 第 2 回肺がん検診従事者講習会 

守山市 2017.02.11 

 

7） 肺癌検診胸部Ｘ線 読影時に心がけたいこと 

松尾寿保 

平成 28 年度 草津市肺がん検診従事者講習会 

草津市 2017.02.04 

 

整 形 外 科 
 

1）脊柱靱帯骨化に由来する培養靱帯細胞の網羅

的サイトカイン解析 

彌山峰史、今井晋二、奥村法昭、前田 勉、 

森 幹士 

第 60 回日本リウマチ学会 

横浜市 2016.04.21～23 
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2）当院における Pilon 骨折の軟部組織障害・骨

折型・臨床経験の検討 

北川誠大、久山陽一郎 

第 42 回日本骨折治療学会 

東京 2016.06.30～07.01 

 

3）当院における小児上腕顆上骨折に対する経皮

的鋼線刺入術の検討 

久山陽一郎、彌山峰史、笠原俊幸、種村雅人、 

北川誠大、森本 茂 

第 42 回日本骨折治療学会 

東京 2016.06.30～07.01 

 

4）腋窩動脈閉塞を合併した上腕骨近位端骨折の 2

例 

種村雅人、植木真梨子 

第 8 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 

福岡市 2016.07.28～30 

 

5）両下肢不全麻痺を来した胸椎黄色靱帯血腫の

治療経験 

北川誠大、彌山峰史、笠原俊幸、種村雅人、 

久山陽一郎、森本 茂 

第 127 回中部日本整形外科災害外科学会 

松本市 2016.09.29～10.02 

 

6）円錐上部症候群をきたした骨粗鬆症性椎体骨

折の検討 

彌山峰史、森本 茂、笠原俊幸、種村雅人、 

久山陽一郎、北川誠大 

第 127 回中部日本整形外科災害外科学会 

松本市 2016.09.29～10.02 

 

7）手指に発生した傍骨性骨軟骨異形増生の 1 例 

久山陽一郎、彌山峰史、笠原俊幸、種村雅人、 

北川誠大、森本 茂 

第 127 回中部日本整形外科災害外科学会 

松本市 2016.09.29～10.02 

 

8）脊柱靱帯骨化細胞におけるサイトカインネッ

トワークの変化 

彌山峰史、今井晋二、奥村法昭、前田 勉、 

森 幹士、西澤和也、中村 陽 

第 31 回日本整形外科学会基礎学術集会 

福岡市 2016.10.13～14 

 

9）頚椎後縦靱帯骨化症の骨化過程における

microRNA の関与 

彌山峰史、今井晋二、森 幹士、奥村法昭、 

前田 勉、西澤和也、中村 陽 

第 31 回日本整形外科学会基礎学術集会 

福岡市 2016.10.13～14 

 

10）頭蓋内腫瘍を伴う多発神経鞘腫の一例 

芝田浩平、彌山峰史、笠原俊幸、種村雅人、 

北川誠大、森本 茂 

第 36 回滋賀県整形外科医会学術集会 

大津市 2016.11.19 

 

11）大腿骨ステム周囲骨折 Vancouver TypeB1 の

治療成績 

八木桂太郎、児玉成人、三村朋大、森本 茂、 

笠原俊幸、種村雅人、北川誠大、芝田浩平、 

西脇聖一、今井晋二 

第 47 回人工関節学会 

宜野湾市 2017.02.24～25 

 

12）上腕骨近位端骨折後に生じた筋脱出を伴う腋

窩潰瘍の一例 

八木桂太郎、笠原俊幸、種村雅人、北川誠大、 

芝田浩平、森本 茂 

第 32 回 SUMS 骨関節懇話会 

京都市 2017.03.25 

 

外  科 
 

1）Hyperuricemina and acute renal failure in 

the renal transplant recipients treated with 
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high dose Mizoribine 

Kiyokazu Akioka, Tatsuki Ishikawa, Masafumi 

Osaka, Yayoi Kadotani,Kaori Okugawa, 

Katsunori Nakano, Yoshio Osaka, Kuniyuki 

Tsuchiya, Hirotaka Sako 

Transplantation Science Symposium Asian 

Regional Meeting 2016 

Tokyo 2016.04.08～09 

 

2）放射線治療後の晩期障害により発症した小腸

膀胱直腸腟瘻の 1 例 

井岡笑子、土屋邦之、大坂雅史、髙山勝平、 

門谷弥生、奥川 郁、中野且敬、秋岡清一、 

大坂芳夫、迫 裕孝 

第 9 回京都消化器外科臨床検討会 

京都市 2016 

 

3）検診後に発症したバリウム性腹膜炎の 1 例－

当院でのバリウム性腹膜炎症例の検討－ 

井岡笑子、土屋邦之、大坂雅史、髙山勝平、 

門谷弥生、奥川 郁、中野且敬、秋岡清一、 

大坂芳夫、迫 裕孝 

第 109 回滋賀県外科医会 

大津市 2016.06.11 

 

4）乳房温存術後の再発乳癌の一症例 

大坂雅史、秋岡清一、石川達基、門谷弥生、 

迫 裕孝 

第 24 回日本乳癌学会学術総会 

東京 2016.06.16～18 

 

5）両側乳癌に骨髄腫癌症を伴った１例 

石川達基、秋岡清一、大坂雅史、門谷弥生、 

迫 裕孝 

第 24 回日本乳癌学会学術総会 

東京 2016.06.16～18 

 

6）トラスツズマブ・ペルツズマブ併用療法が奏

効した HER2 陽性高齢者進行乳癌の１例 

門谷弥生、大坂雅史、秋岡清一、迫 裕孝 

第 24 回日本乳癌学会学術総会 

東京 2016.06.16～18 

 

7）Living kidney transplantation from older 

donor aged 60 and older 

Kiyokazu Akioka, Tatsuki Ishikawa, Masafumi 

Osaka, Yayoi Kadotani,Kaori Okugawa, 

Katsunori Nakano, Yoshio Osaka, Kuniyuki 

Tsuchiya, Hirotaka Sako 

TTS 2016 

香港 2016.08.17～23 

 

8）腹腔鏡下試験切除術で確定診断を得た肝

MALT リンパ腫の 1 例 

奥川 郁、中野且敬、石川達基、井岡笑子、 

大坂雅史、竹本正和、門谷弥生、秋岡清一、 

大坂芳夫、土屋邦之 

第 29 回近畿内視鏡外科研究会 

京都市 2016.09.10 

 

9）腹腔鏡下脾動静脈温存膵体尾部切除術の経験 

中野且敬、石川達基、竹本正和、井岡笑子、 

大坂雅史、門谷弥生、奥川 郁、秋岡清一、 

大坂芳夫、土屋邦之 

第 23 回滋賀内視鏡手術研究会 

草津市 2016.11.12 

 

10）緩徐に発育した肝病変 

奥川 郁、石川達基、大坂雅史、井岡笑子、 

竹本正和、門谷弥生、中野且敬、秋岡清一、 

大坂芳夫、土屋邦之 

第 184 回滋賀肝・胆・膵勉強会 

草津市 2016.11.17 

 

11）線維腺腫の術前診断にて摘出した乳腺

myofibroblastoma の１例 

門谷弥生、石川達基、大坂雅史、井岡笑子、 

竹本正和、奥川 郁、中野且敬、秋岡清一、 

大坂芳夫、土屋邦之、迫 裕孝、細川洋平 

第 78 回日本臨床外科学会総会 
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東京 2016.11.24～26 

 

12）外傷性腹壁瘢痕ヘルニアの一例 

大坂雅史、秋岡清一、井岡笑子、門谷弥生、 

奥川 郁、中野且敬、大坂芳夫、土屋邦之、 

迫 裕孝、石川達基、竹本正和 

第 78 回日本臨床外科学会総会 

東京 2016.11.24～26 

 

13）非反回下喉頭神経を有する甲状腺癌の 1 例 

石川達基、秋岡清一、大坂雅史、井岡笑子、 

竹本正和、増田康史、門谷弥生、奥川 郁、 

中野且敬、大坂芳夫、土屋邦之、迫 裕孝 

第 78 回日本臨床外科学会総会 

東京 2016.11.24～26 

 

14）急性虫垂炎術後 6 日目に急変した 62 歳男性

の１例 

井岡笑子、中野且敬、細川洋平、高松哲郎 

MM カンファランス（2016 年度第 2 回） 

臨床病理検討会（2016 年度第 9 回） 

近江八幡市 2017.02.09 

 

15）ABO 血液型不適合生体腎移植の 12 検討 

石川達基、秋岡清一、大坂雅史、大坂芳夫 

第 50 回日本臨床腎移植学会 

神戸市 2017.02.15～17 

 

16）ステロイド早期離脱後の拒絶反応後に発症し

た CMV 初感染の１例 

大坂雅史、秋岡清一、石川達基、大坂芳夫、 

門谷弥生 

第 50 回日本臨床腎移植学会 

神戸市 2017.02.15～17 

 

17）当院におけるオプション提示について 

中田三樹子、秋岡清一、大坂雅史、石川達基、 

藤井千晴、鳰 淳子 

第 50 回日本臨床腎移植学会 

神戸市 2017.02.15～17 

 

脳 神 経 外 科 
 

1）当院における急性期脳卒中の全入院症例の発

症時の状況と危険因子に関する検討 

松尾宏俊、谷本匡浩、初田直樹、中島正之 

第 41 回日本脳卒中学会総会 

札幌市 2016.04.14～16 

 

2）小脳梗塞初期診断の問題点 

中島正之、松尾宏俊、谷本匡浩、初田直樹 

Stroke 2016 

札幌市 2016.04.14～16 

 

3）脳梗塞で発症した内頚動脈閉塞症に対して急

性期ＣＡＳ後に血栓回収を施行し改善を得た 2例 

谷本匡浩、初田直樹、中島正之 

第 45 回 日本脳卒中の外科学会学術集会 

札幌市 2016.04.14～16 

 

8） 破裂内頚動脈前壁動脈瘤の治療経験 

松井宏樹、齋藤 晃、渡邉一良、中島正之、 

平井久雄、中澤拓也、野崎和彦 

第 41 回日本脳卒中学会総会 

札幌市 2016.04.14～16 

 

5）くも膜下出血後遅発性脳血管攣縮における

(arterial spin labeling)法灌流画像の有用性 

河野浩人、辻 篤司、中澤拓也、野崎和彦 

第 41 回日本脳卒中学会総会  

札幌市 2016.04.14～16 

 

6）繰り返す脳梗塞で発症し、脳生検にて診断さ

れた血管内リンパ腫の 1 例 

松尾宏俊、尾原知行、孫 明子、中島正之、 

南口仁志、松井宏樹、横井俊浩、野崎和彦、 

水野敏樹 

日本神経学会第 105 回近畿地方会 

京都市 2016.07.02 
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7）リウマチ性髄膜炎の 1 例 

河野浩人、孫 明子、宮本茂輝、初田直樹、中島

正之 

第 66 回 滋賀県脳神経外科症例検討会 

草津市 2016.07.02 

 

8）巨大髄膜腫の一例 

大西 健、中澤拓也、辻 篤司、深見忠輝、地藤

純哉、新田直樹、横井俊浩、髙木健治、吉村弥生、

松井宏樹、河野浩人、萱谷 仁、野崎和彦 

日本脳神経外科学会 第 75 回学術総会 

福岡市 2016.09.29～10.01 

 

9）くも膜下出血発症後、短時間で完全血栓化を

認めた非巨大破裂中大脳動脈瘤の 1 例 

中島正之、河野浩人、初田直樹 

日本脳神経外科学会 第 75 回学術総会 

福岡市 2016.09.29 

 

10）滋賀県における妊産婦の脳卒中 滋賀県脳卒

中発症登録事業 

河野浩人、藤居貴子、野崎和彦 

日本脳神経外科学会 第 75 回学術総会 

福岡市 2016.09.29～10.01 

 

11）小脳出血の予後の検討 

初田直樹、中島正之、河野浩人 

日本脳神経外科学会 第 75 回学術総会 

福岡市 2016.09.29～10.01 

 

12）脳転移を来した再発した筋上皮性腫瘍の一例 

大西 健、中澤拓也、辻 篤司、深見忠輝、 

地藤純哉、新田直樹、横井俊浩、髙木健治、 

吉村弥生、松井宏樹、河野浩人、萱谷 仁、 

野崎和彦、児玉成人 

日本脳神経外科学会 第 75 回学術総会 

福岡市 2016.09.29～10.01 

 

13）FIESTA による脱髄性病変の診断 －5 症例

の経験より－ 

新田直樹、中澤拓也、辻 篤司、深見忠輝、 

地藤純哉、横井俊浩、髙木健治、吉村弥生、 

松井宏樹、河野浩人、大西 健、萱谷 仁、 

野崎和彦 

日本脳神経外科学会 第 75 回学術総会 

福岡市 2016.09.29～10.01 

 

14）『教えて！脳卒中ってどんな病気』 

中島正之  

第１回 脳卒中市民公開講座 

近江八幡市 2016.10.22 

 

15）島回出血の一例 

河野浩人、辻 敬一、齋藤 実、中島正之 

第 67 回 滋賀県脳神経外科症例検討会 

草津市 2016.11.05 

 

16）頸動脈ステント留置術後の慢性期閉塞の一症

例 

初田直樹、中島正之、谷本匡浩、吉村弥生 

第32回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術

総会 

神戸市 2016.11.24～26 

 

17）『妊産婦の脳卒中への対応』 

河野浩人 

第 3 回 滋賀県脳卒中対策推進事業研修会 

大津市 2017.02.16 

 

18）島回出血をきたした twig-like MCA の一例 

辻 敬一、河野浩人、齋藤 実、初田直樹、 

中島正之、野崎和彦 

第 42 回 日本脳卒中学会学術集会 

大阪市 2017.03.16～19 

 

19）心停止と脳室内出血をきたしたもやもや病の

症例 

河野浩人、齋藤 実、中島正之 

第 42 回 日本脳卒中学会学術集会 
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大阪市 2017.03.16～19 

 

20）当院における破裂遠位部前大脳動脈瘤の検討

と文献的考察 

齋藤 実、河野浩人、中島正之 

第 46 回 日本脳卒中の外科学会学術集会 

大阪市 2017.03.16～19 

 

21）当院における重症くも膜下出血の検討 

中島正之、初田直樹、河野浩人、齋藤 実 

第 46 回 日本脳卒中の外科学会学術集会 

大阪市 2017.03.16～19 

 

22）小脳出血の手術適応とその予後 

初田直樹、中島正之、地藤純哉、齋藤 実、 

辻 敬一、谷元匡浩、河野浩人 

第 42 回 日本脳卒中学会学術集会 

大阪市 2017.03.16～19 

 

23）両側視床傍正中部梗塞症候群の４例について

の臨床像と転帰に関する検討 

松尾宏俊、河野浩人、齋藤 実、中島正之 

第 42 回 日本脳卒中学会学術集会 

大阪市 2017.03.16～19 

 

泌 尿 器 科 

 

1）当院における前立腺癌に対する強度変調放射

線治療（IMRT）の治療成績 

山田剛司、牛嶋 壮、塩田晃司、金沢元洪 

第 104 回日本泌尿器科学会 

仙台市 2016.04.24～26 

 

2）結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対する

エベロリムスの使用経験 

清水輝記、本郷文弥、岩田 健、中西弘之、 

中村晃和、納谷佳男、沖原宏治、浮村 理 

第 104 回日本泌尿器科学会 

仙台市 2016.04.24～26 

 

3）薬物療法抵抗性 OAB 患者に対する鍼治療の長

期アウトカム 

本城久司、藤原敦子、岩田 健、沖原宏治、 

小島宗門 

第 104 回日本泌尿器科学会 

仙台市 2016.04.24～26 

 

4）低中再発リスクの NMIBC に対する THP の術

直後単回膀注療法と THP 維持療法の無作為比較

試験 

納谷佳男、白石 匠、上田 崇、中村晃和、 

本郷文弥、鴨井和実、沖原宏治、岩田 健、 

金沢元洪、牛嶋 壮、宮下浩明、三神一哉、 

浮村 理 

第 104 回日本泌尿器科学会 

仙台市 2016.04.24～26 

 

5）転移性腎癌に対する分子標的治療における予

後予測因子に関する検討 

中河秀生、安食 淳、大西 彰、牛嶋 壮、 

宮下浩明 

第 104 回日本泌尿器科学会 

仙台市 2016.04.24～26 

 

6） MR/US Fusion 生検による再生検適応の検討 

萩原暢久、鴨井和実、沖原宏治、浮村 理 

第 104 回日本泌尿器科学会 

仙台市 2016.04.24～26 

 

7 ） The clinical utility of Urge perception 

index(UPI) in diagnosis of OAB  

Atsuko Fujihara, Yumiko Saito, Hisashi Honjyo, 

Tsuyoshi Iwata, Soh Ushijima, Kazumi Kamoi, 

Koji Okihara, Osamu Ukimura 

第 104 回日本泌尿器科学会 

仙台市 2016.04.24～26 

 

8）OAB に対するミラベグロンと抗コリン薬の併

用成績 
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岩田 健 

第 16 回びわこ Voiding Dysfunction 研究会 

草津市 2016.05.21 

 

9）前立腺全摘除後のため治療に難渋した尿管結

石の 1 例 

安食 淳、萩原暢久、中河秀生、大西 彰、 

山田剛司、岩田 健、牛嶋 壮、宮下浩明 

第 232 回 日本泌尿器科学会関西地方会 

和歌山市 2016.05.21 

 

10）BPH 診療における病診連携について 

岩田 健 

近江八幡市蒲生医師会講演会 

近江八幡市 2016.05.24 

 

11）精巣原発 Mucinous carcinoma の 1 例 

多賀英人、安食 淳、萩原暢久、山田剛司、 

岩田 健、宮下浩明 

第 233 回 日本泌尿器科学会関西地方会 

大阪市 2016.09.24 

 

12）診断に苦慮した Burnt-out 前立腺癌の 1 例 

横田智弘、宮下雅亜、岩田 健、中西弘之 

第 233 回 日本泌尿器科学会関西地方会 

大阪市 2016.09.24 

 

13）下大静脈腫瘍塞栓を伴った腎細胞癌の 1 例 

萩原暢久、多賀英人、山田剛司、岩田 健、 

宮下浩明、中野且敬、松林景二、宮下史寛、 

八木信一朗、三原聡仁 

第 33 回 滋賀泌尿器科集談会 

草津市 2016.10.15 

 

14）薬薬連携におけるトレーシングレポートの有

用性の検討 

林 八惠子、永井智宏、利川恵理子、門居久嗣、

小川暁生、山本圭恵、山口瑞彦、藤井重治、 

遠藤正憲、塚本有子、宮下浩明 

第 55 回全国自治体病院学会 

富山市 2016.10.20 

 

15）急性期病院における地域歯科医師との連携に

よる口腔ケア回診の取り組み 

溝江景子、森田 曜、平賀光弘、川嶋頼子、 

白井直美、冨永章一、宮下浩明 

第 55 回全国自治体病院学会 

富山市 2016.10.20 

 

16）ドレーン・チューブ類の使用・管理に関する

インシデント集計の一考察 

住田 勝、澤 愛子、沼田浩志、久郷 稔、 

宮下浩明 

第 55 回全国自治体病院学会 

富山市 2016.10.20 

 

17）去勢抵抗性前立腺癌に対しカバジタキセルを

投与した 2 例 

萩原暢久、多賀英人、安食 淳、山田剛司、 

岩田 健、宮下浩明 

第 66 回 日本泌尿器科学会中部総会 

四日市市 2016.10.27 

 

18）近江八幡市立総合医療センターにおける使用

経験 

山田剛司 

KPUM CRPC 使用経験症例検討研究会 

京都市 2016.11.11 

 

19）当院における腎結石に対する f-TUL の治療成

績の検討 

山田剛司、多賀英人、萩原暢久、岩田 健、 

宮下浩明 

第 30 回日本泌尿器内視鏡学会 

大阪市 2016.11.18 

 

20）過活動膀胱患者に対するミラベグロンとソリ

フェナシン併用療法の検討 

岩田 健、安食 淳、多賀英人、萩原暢久、 

山田剛司、宮下浩明 
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第 23 回日本排尿機能学会 

東京 2016.12.06～08 

 

21）左副腎褐色細胞腫に左腎癌を合併した MEN 

type Ⅱの 1 例 

多賀英人、萩原暢久、山田剛司、岩田 健、 

宮下浩明、中村高秋 

第 234 回 日本泌尿器科学会関西地方会 

京都市 2017.01.28 

 

22）多職種連携 Ｂ型肝炎対策支援プロトコール

作成への取り組み 

山本圭恵、石川博己、楊 孝治、山口瑞彦、 

小西実可子、田淵幹章、桐畑美里、川嶋頼子、 

若原いづみ、塚本有子、宮下浩明 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2017 

新潟市 2017.3.18 

 

座長 

1）第 16 回びわこ Voiding Dysfunction 研究会 

宮下浩明 

草津市 2016.05.21 

 

2）第 2 回 Shiga Prostate Cancer Forum ビデ

オセッション 

宮下浩明 

大津市 2016.10.06 

 

3）第 33 回滋賀泌尿器科集談会 一般演題Ⅱ 

岩田 健 

草津市 2016.10.15 

 

4）第 24 回びわこ臨床研修ネットワーク学術講演

会 特別講演 

宮下浩明 

大津市 2017.02.25 

 

心 臓 血 管 外 科 
 

1）Loeys Diets 症候群患者に発症した急速な拡

大傾向を認める胸腹部大動脈瘤に対して連続す

る大動脈手術要した一例 

宮下史寛、木下 武、森本政憲、南舘直志、 

藤野 晋、坂倉玲欧、乃田浩光、鈴木友彰、 

浅井 徹 

第 44 回日本血管外科学術総会 

東京 2016.05.25～27 

 

2）感染性心膜炎による僧帽弁閉鎖不全症に対す

る手術の一例 

宮下史寛、藤野 晋、森本政憲、南舘直志、 

板倉玲欧、木下 武、乃田浩光、鈴木浩光、 

浅井 徹 

第 59 回関西胸部外科学会学術集会 

2016.06.16～17 

 

3）カテーテルでは治せない心臓と血管の病気 

宮下史寛、平松範彦、松林景二 

第 4回近江八幡市立総合医療センター心臓血管外

科市民公開講座 

近江八幡市 2016.09.03 

 

4）心臓血管外科手術で治る治療とは？ 

松林景二 

第 106 回三方よし研究会 

近江八幡市 2016.09.15 

 

5）冠動脈バイパス手術後に発生した右冠動脈瘤

に対して瘤切除と冠動脈バイパス手術を行った

一例 

宮下史寛、平松範彦、松林景二 

第 30 回日本肝疾患学会学術集会 

東京 2016.12.10～11 

 

6）大動脈緊急症とは？ 

松林景二 

東近江医師会定例会 

東近江市 2017.02.23 
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7）自己心膜を用いた大動脈弁形成 

宮下史寛、平松範彦、松林景二 

近江八幡心疾患カンファレンス 

近江八幡市 2017.03.24 

 

病 理 診 断 科 
 

1）医師の参加を促し、役割を高める新しい医療

安全推進チーム活動について 

細川洋平、大林ひとみ、住田 勝 

第 18 回日本医療マネジメント学会学術集会 

福岡市 2016.04.22～23 

 

2）Klebsiella pneumoniae による細菌性髄膜炎 

の 1 剖検例 

松尾宏俊、須藤和樹、和多田美奈子、池田和弘、 

立川弘孝、細川洋平、丹藤 創、伊東恭子 

第 57 回日本神経病理学会総会学術研究会 

弘前市 2016.06.01.～03 

 

3）筋萎縮性側索硬化症の 2 剖検例 

松尾宏俊、細川洋平、小泉 崇、沼 宗一郎、 

田中章浩、丹藤 創、伊東恭子 

第 99 回滋賀県臨床神経勉強会 

草津市 2016.06.17 

 

4）Nilotinib 投与後虚血性心疾患と PAOD を繰り

返した CML の維持透析症例 

小田和哉、赤松園子、髙橋良一、細川洋平、 

松元加奈 

第 105 回近畿血液学地方会 

大阪市 2016.06.18 

 

5）PM2.5、身体になぜ悪い？ 

細川洋平 

第 6 回健康いきいき公開講座 

近江八幡市 2016.06.25 

 

7）直腸癌術後再発、薬剤性間質性肺炎 

金子優作、和田将輝、細川洋平、高松哲郎、 

堤 啓 

臨床病理検討会（2016 年度第 1 回） 

近江八幡市 2016.06.30 

 

8）心不全合併の難治性非結核性抗酸菌症 

金子優作、中嶋麻子、細川洋平、高松哲郎 

臨床病理検討会（2016 年度第 2 回） 

近江八幡市 2016.07.28 

 

9）宗教的輸血拒否のため、治療に困難を極めた

敗血症性ショックの 1 例 

久住龍介、冨田 彩、細川洋平、高松哲郎、 

真鍋俊明 

臨床病理検討会（2016 年度第 3 回） 

近江八幡市 2016.09.29 

 

10）腎盂腎炎による敗血症性ショック 

久住龍介、冨田 彩、細川洋平、高松哲郎 

臨床病理検討会（2016 年度第 3 回） 

近江八幡市 2016.09.29 

 

11）長期経過を辿り、比較的末期まで経口摂取が

可能であった ALS の 1 例 

北口菖子、松尾宏俊、細川洋平、高松哲郎、 

伊東恭子 

臨床病理検討会（2016 年度第 4 回） 

近江八幡市 2016.10.20 

 

12）地域包括的禁煙支援活動と禁煙指導者・支援

者育成 

細川洋平、松尾宏俊、田邊 智、片山初美、 

田中郁子、寺田るみ子、深尾甚一郎、方山 佳、 

川端智子、森 博美 

第 10 回日本禁煙学会 

東京 2016.10.28～29 

 

13）少数の胃型細胞から Solid-Pseudopapillary 

neoplasm と推定診断し得た一例 

冨田圭一、重野恭子、吉弘敏美、谷田仁司、 
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北川勇一、向井理紗、武内英二、細川洋平 

第 55 回日本臨床細胞学会秋季大会 

別府市 2016.11.18～19 

 

14）医療安全活動における病理医師の役割と意義

～全国アンケートを実施して～ 

細川洋平、西原広史 

第 11 回医療の質・安全学会シンポジウム 6「医療

安全活動における専従（専任）医師の役割と意義

～平成 27・28 年度厚生労働科学研究の成果から

～ 

千葉市 2016.11.20 

 

15）医師の参加を促し、医師の役割を高める新し

い医療安全推進活動について 

細川洋平、初田直樹、大林ひとみ、前田芳樹、 

池田和弘、森沢 剛、松尾寿保、初田和勝、 

澤 愛子、住田 勝 

第 11 回医療の質・安全学会 

千葉市 2016.11.20 

 

16）ドレーン・チューブ類の使用・管理に関する

インシデント集計の一考察 

住田 勝、澤 愛子、沼田浩志、久郷 稔、 

細川洋平、宮下浩明 

第 11 回医療の質・安全学会 

千葉市 2016.11.20 

 

17）約 8 年の長期生存が得られた多発肝転移を伴

う進行大腸癌および胃癌の重複癌の一例 

梅原皆斗、石川博己、細川洋平、高松哲郎 

2016 年度第 5 回臨床病理検討会(CPC) 

近江八幡市 2016.11.24 

 

18）線維腺腫の術前診断にて摘出した乳腺

myofibroblastoma の 1 例 

門谷弥生、石川達基、大坂雅史、井岡笑子、 

竹本正和、奥川 郁、中野且敬、秋岡清一、 

大坂芳夫、土屋邦之、迫 裕孝、細川洋平 

東京 2016.11.24～26 

 

19）ALS の 1 例（80 歳代男性） 

木村正夢嶺、松尾宏俊、細川洋平、高松哲郎、 

伊東恭子 

臨床病理検討会（2016 年度第 7 回） 

近江八幡市 2016.12.15 

 

20）医療安全活動における病理医師の役割と意義

～全国アンケートを実施して～ 

細川洋平 

平成 28 年度 医療安全ワークショップ 

名古屋市 2016.12.21 

 

21）大量血性腹水の 1 例～非代償性アルコール性

肝硬変に合併した肝細胞癌破裂による～ 

戸村暢成、置塩伸也、細川洋平、高松哲郎 

臨床病理検討会（2016 年度第 8 回） 

近江八幡市 2017.01.12 

 

22）急性虫垂炎術後 6 日目に急変した 62 歳男性

の１例 

井岡笑子、中野且敬、細川洋平、高松哲郎 

MM カンファランス（2016 年度第 2 回） 

臨床病理検討会（2016 年度第 9 回） 

近江八幡市 2017.02.09 

 

23）A735、70 歳代女性：意識障害、ショックバ

イタル 

安土佳大、池田和弘、細川洋平、高松哲郎 

臨床病理検討会（2016 年度第 10 回） 

近江八幡市 2017.02.16 

 

24）病理医から見たさざなみ病理ネット 

細川洋平 

第 6 回地域ＩＣＴ利活用連携事業シンポジウム 

大津市 2017.02.26 

 

25）病理と私～地域医療における役割と貢献～ 

細川洋平 

広島西医療センターオープンレクチャー 
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CPC100 回記念特別講演会 

広島市 2017.03.02 

 

26）A738、80 歳代男性 

小田和哉、立川弘孝、細川洋平、高松哲郎 

臨床病理検討会（2016 年度第 11 回） 

近江八幡市 2017.03.09 

 

研修・講義等 

 

1） 健康生活習慣、仕事の報酬とは何か 

細川洋平 

近江八幡市立総合医療センター新規採用職員研

修 

近江八幡市 2016.04.15 

 

2）厚生労働科学研究平成 28 年度地域医療基盤開

発推進研究事業補助金「医療安全管理部門への医

師の関与と医療安全管理体制向上に関する研究」

第 6 回会議 

細川洋平 

東京 2016.05.07 

 

3）タバコによる健康被害の病態（薬剤師国家試

験対策） 

細川洋平 

同志社女子大学薬学部臨床検査講義 

京田辺市 2016.06.07 

 

4）能登川中学校喫煙防止授業 

細川洋平 

東近江市 2016.06.08 

 

5） 朝桜中学校喫煙防止授業 

細川洋平 

東近江市 2016.06.12 

 

6）厚生労働科学研究平成 28 年度地域医療基盤開

発推進研究事業補助金「医療安全管理部門への医

師の関与と医療安全管理体制向上に関する研究」

第 6 回会議 

細川洋平 

東京 2016.06.19 

 

7）厚生労働科学研究平成 28 年度地域医療基盤開

発推進研究事業補助金「医療安全管理部門への医

師の関与と医療安全管理体制向上に関する研究」

第 6 回会議 

細川洋平 

東京 2016.10.10 

 

8）厚生労働科学研究平成 28 年度地域医療基盤開

発推進研究事業補助金「医療安全管理部門への医

師の関与と医療安全管理体制向上に関する研究」

第 6 回会議 

細川洋平 

東京 2016.12.11 

 

耳 鼻 咽 喉 科 
 

1）当科における頸部試験切除術症例の検討 

丁 剛 

第 27 回日本頭頸部外科学会 

東京 2017.02.02 

 

2）頸部切開生検術症例の検討 

和多田美奈子、丁 剛、佐分利純代、細川洋平 

第 126 回耳鼻京滋合同地方部会 

大津市 2017.03.11 

 

眼  科 
 

1） 緑内障教室の取り組み 

岸 孝志 

第 7 回夕照眼科懇話会 

草津市 2016.10.20 

 

2） 簡単な結膜嚢胞摘出法 

岸 孝志 

第 243 回滋賀眼科症例検討会 

大津市 2017.03.16 
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麻 酔 科 
 

1）牛心のう膜生体弁による僧帽弁置換術後に重

度の僧帽弁逆流を認めたため、再置換を要した 1

例 

三原聡仁、青山武司 

第 21 回日本心臓血管麻酔学会 

横浜市 2016.09.16～18 

 

2） 挿管が困難であった新生児喉頭蓋嚢胞の一例 

須藤和樹、三原聡人、中山綾子、加藤裕紀子、 

青山武司、布施秋久 

第 62 回日本麻酔科学会関西支部学術集会 

大阪市 2016.09.03 

 

3）皮膚筋炎合併の巨大卵巣腫瘍摘出術後、呼吸

不全で心停止を起こした１症例 

中山綾子、布施秋久、須藤和樹、三原聡人、 

加藤裕紀子、青山武司 

第 62 回日本麻酔科学会関西支部学術集会 

大阪市 2016.09.03 

 

産 婦 人 科 
 

1）経腟分娩後に嵌入胎盤が疑われ子宮動脈塞栓

術が奏効した 1 例 

所 伸介、竹川哲史、木下由之、初田和勝 

第 134 回近畿産科婦人科学会総会 

京都市 2016.06.04～05 

 

2） 腸重積にて発症した転移性平滑筋腫瘍の１例 

竹川哲史、木下由之、初田和勝、草場紗智子、 

所 伸介 

第 1 回滋賀県産婦人科医会総会・学術研修会 

大津市 2016.06.12 

 

3）経腟分娩後の癒着胎盤に対して子宮動脈塞栓

術が奏効した 2 例 

所 伸介、竹川哲史、初田和勝 

第 52 回日本周産期・新生児医学会 

富山市 2016.07.16～18 

 

小 児 科 

 

1）過去 5 年間に当院で経験したもやもや病の 4

症例 

森宗孝夫、吉田 忍、山本由佳、深澤陽平、 

石川珠代、近江弘一郎、岡本暢彦、西澤嘉四郎 

第 75 回日本小児科学会滋賀地方会 

大津市 2016.05.22 

 

2）A case of paroxysmal kinesigenic dyskinesia 

with Moyamoya disease（発作性運動誘発性ジス

キネジアを認めたもやもや病 10 歳女児例 

森宗孝夫、吉田 忍、石川珠代、西澤嘉四郎 

第 58 回日本小児神経学会 

東京 2016.06.04 

 

3）繰り返す血小板減少、肝機能障害より診断に

至った Gaucher 病 2 型症例 

吉田 忍、森宗孝夫、深澤陽平、山本由佳、 

石川珠代、近江弘一郎、西澤嘉四郎、井田博幸 

第 76 回日本小児科学会滋賀地方会 

大津市 2016.10.15 

 

4）当院で経験した心肺停止症例 19 例の検討 

山本由佳、吉田 忍、森宗孝夫、深澤陽平、 

石川珠代、近江弘一郎、西澤嘉四郎 

第 76 回日本小児科学会滋賀地方会 

大津市 2016.10.15 

 

5）新生児期に血小板減少、肝機能障害を認め、5

ヶ月時に診断に至った Gaucher 病 2 型の１例 

（ Type 2 Gaucher disease with 

thrombocytopenia and liver dysfunction in 

neonatal period : A case report） 

吉田 忍、深澤陽平、近江弘一郎、西澤嘉四郎 
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第 61 回日本新生児成育医学会・学術集会 

大阪市 2016.12.01～03 

 

6）低身長、低カリウム血症を診断した Gitelman

症候群の 1 例 

吉田 忍、山本由佳、森宗孝夫、深澤陽平、 

近江弘一郎、西澤嘉四郎 

第 29 回京滋小児内分泌代謝カンファレンス 

京都市 2017.02.11  

 

小 児 外 科 
 

1） 当院における乳児胆汁うっ滞 7例の検討 

津田知樹、髙山勝平、井岡笑子、田中智子、 

青井重善 

第 53 回日本小児外科学会学術集会 

福岡市 2016.05.24～26 

 

2）肥厚性幽門狭窄症に対する硫酸アトロピン静

注療法とニトログリセリン経皮投与の併用療法

の経験 

井岡笑子、髙山勝平、津田知樹 

第 53 回日本小児外科学会学術集会 

福岡市 2016.05.24～26 

 

3）重症敗血症を来した蜂窩織炎性虫垂炎の１歳

児例 

髙山勝平、井岡笑子、津田知樹 

第 53 回日本小児外科学会学術集会 

福岡市 2016.05.24～26 

 

4）術前化学療法後に脾合併膵体尾部切除術を施

行した膵芽腫の 1 例 

竹本正和、竹内雄毅、坂井宏平、東 真弓、 

文野誠久、青井重善、古川泰三、柳生茂希、 

家原知子、細川 創、安川 覚、小西英一、 

田尻達郎 

第 53 回日本小児外科学会学術集会 

福岡市 2016.05.24～26 

  

5）学童期に中腸軸捻転再発をきたした腸回転異

常症の 1 例 

井岡笑子、竹本正和、津田知樹、山本由佳、 

森宗孝夫、深澤陽平、近江弘一郎、吉田 忍、 

岡本暢彦、西澤嘉四郎 

第 21 回京滋小児外科フォーラム 

京都市 2016.07.22 

 

6）生後一ヵ月を過ぎて確定診断された全結腸型

無神経節症の一例 

竹本正和、井岡笑子、津田知樹、髙山勝平、 

田中智子、坂井宏平、東 真弓、文野誠久、 

青井重善、古川泰三、田尻達郎 

第 52 回日本小児外科学会近畿地方会 

大阪市 2016.08.27 

 

7） 当院で経験した肺膿瘍の一幼児例 

竹本正和、井岡笑子、津田知樹 

第 6 回京都岐阜小児外科カンファレンス 

京都市 2016.10.14 

 

8）学童期に中腸軸捻再発をきたした腸回転異常

症の１例 

井岡笑子、竹本正和、津田知樹 

第 76 回日本小児科学会滋賀地方会 

大津市 2016.10.15 

 

9）術後 8 年目に中腸軸捻転再発をきたした腸回

転異常症の 1 例 

津田知樹、井岡笑子、髙山勝平 

第 78 回日本臨床外科学会総会 

東京 2016.11.24～26 

 

10）当院で経験した肺腫瘍の一幼児例 

竹本正和、井岡笑子、津田知樹 

第 28 回東近江・彦根小児領域談話会 

近江八幡市 2016.12.08 
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救 急 診 療 科 
 

1）一年間で血糖値 1,500mg/dL までの増悪が発

見された脳幹梗塞後意識障害の症例 

池田和弘、宮下篤史、宮崎克彦、立川弘孝 

第 44 回日本救急医学会総会・学術集会 

東京 2016.11.17～19 

 

薬 剤 部 
 

1) 循環器病棟での病棟薬剤師業務 

湯月翔太 

第四回湖北東臨床薬剤師循環器カンファランス 

彦根市 2016.6.22 

 

2) 持参薬調査におけるリスク分析 

  三上友寬、林 八惠子、利川理恵子、山口瑞彦、

遠藤正憲、塚本有子 

  滋賀県病院薬剤師会第 37 回学術大会 

  草津市 2016.7.31 

 

3）薬薬連携におけるトレーシングレポートの有

用性について 

林 八惠子、利川恵理子、門居久嗣、小川暁生、

山本圭恵、山口瑞彦、藤井重治、遠藤正憲、 

塚本有子、宮下浩明 

日本医療薬学会第 28 回年会 

京都市 2016.9.18 

 

4）薬薬連携におけるトレーシングレポートの有

用性の検討 

林 八惠子、永井智宏、利川恵理子、門居久嗣、

小川暁生、山本圭恵、山口瑞彦、藤井重治、 

遠藤正憲、塚本有子、宮下浩明 

第 55 回全国自治体病院学会 

富山市 2016.10.20 

 

5) 循環器病棟におけるハイリスク薬管理を通し

た病棟業務の展開 

湯月翔太、小川暁生、林 八惠子、遠藤正憲、 

塚本有子  

第 38 回日本病院薬剤師会近畿学術大会 

大阪市 2017.2.25 

 

6) ＦＭＥＡ法を活用した持参薬調査業務におけ

るリスク分析 

三上友寬、林 八惠子、高道恵理子、山口瑞彦、 

遠藤正憲、塚本有子  

第 38 回日本病院薬剤師会近畿学術大会 

大阪市 2017.2.25 

 

7）多職種連携 Ｂ型肝炎対策支援プロトコール

作成への取り組み 

山本圭恵、石川博己、楊 孝治、山口瑞彦、 

小西実可子、田淵幹章、桐畑美里、川嶋頼子、 

若原いづみ、塚本有子、宮下浩明 

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2017 

新潟市 2017.3.18 

 

放射線技術科 
 

1）頭部外傷について 

宮村昭典 

第 9 回救急画像研究会 

草津市 2016.06.23 

 

2）骨年齢測定でわかること 

前田芳樹 

第 6 回健康いきいき公開講座 

近江八幡市 2016.06.25 

 

栄 養 管 理 科 
 

１）「地域連携を考える東近江の会～栄養管理の

立場から～」について 

黒川あかね 
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平成 28 年度東近江管内管理栄養士・栄養士実務

者研修会 

近江八幡市 2016.09.08 

 

リハビリテーション 

技術科 
 

1）人にやさしいケアの考え方～人にやさしいケ

ア実践に向けて 

深谷直基 

医療福祉ネットワーク会議おうみはちまん「つな

がりネット」 

近江八幡市 2016.07.28 

 

2）腎臓を守る運動って？ 

深谷直基 

腎臓病を知る責任 第 7 回市民公開講座 

近江八幡市 2016.10.30 

 

3）末梢動脈疾患患者における心臓リハビリ外来

継続の重要性～当院の心臓リハビリ外来の現状

から考える今後の課題～ 

奥村高弘、森本順子、宮下貴拓、松下愛里 

第 53 回日本リハビリテーション医学会学術集会  

京都市 2016.06.09～11 

 

4）若年 Leriche 症候群における EVT 後のリハビ

リテーション経過と今後の課題 

奥村高弘、森本順子、宮下貴拓、松下愛里 

第 51 回 日本理学療法学術大会  

札幌市 2016.05.27～29 

 

5）カテーテルでは治せない心臓と血管の病気～ 

栄養、くすり、リハビリに関する術後のウソ？ホ

ント？～ 

松下愛里、宮下貴拓、奥村高弘、森本順子 

第 4回 近江八幡市立総合医療センター心臓血管

外科市民公開講座 

近江八幡市 2016.09.03 

 

臨 床 検 査 科 
 

1）分析前に注意点、分析上の問題点の把握につ

いて 

元中秀行 

第 56 回日臨技近畿支部医学検査学会 

和歌山市 2016.14 

 

2） 肺機能検査で肺気腫を早期に発見する 

田淵幹章 

第 6 回健康いきいき公開講座 

近江八幡市 2016.06.25 

 

3) 当院の血液培養検査の推移と状況 

桐畑美里、近澤秀己、谷田仁司、田淵幹章 

第 39 回滋賀県医学検査学会 

長浜市 2017.03.05 

 

4）POT 法を用いた ICT への貢献 

近澤秀己、桐畑美里、谷田仁司、田淵幹章 

第 39 回滋賀県医学検査学会 

長浜市 2017.03.05 

 

5）心尖部収縮を認めた非典型的たこつぼ心筋症

の一例 

谷口まどか、東明美、川端陽子、川添智佳子、 

友井紀子、平野香澄、山中千春、亀田祐紀、 

田淵幹章 

第 39 回滋賀県医学検査学会 

長浜市 2016703.05 

 

病 理 検 査 科 
 

1）少数の異型細胞から Solid-Pseudopapilllary 

neoplasm と推定診断し得た一例 

冨田圭一、北川勇一、向井理紗 

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会 

別府市 
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2）腫瘍捺印・腎盂カテ尿から見た尿中腫瘍細胞

の形態変化について 

重野恭子、吉田優美、吉岡沙織、穴吹昌枝、 

佐野守、浦崎晃司、安井 寛 

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会 

別府市 

 

3）当院における医療安全 

北川勇一 

滋賀臨技病理細胞部門、遺伝子染色体部門合同研

修会 

大津市 2017.01.28 

 

4）当院のセルブロック作成状況とその効果 

北川勇一、向井理紗、田中知代、重野恭子、 

山中千春、黒須都、谷口まどか、冨田圭一、 

吉弘敏美、新井郁子、細川洋平 

第 39 回滋賀県医学検査学会 

長浜市 2017.03.05 

 

看 護 部 
 

1）糖尿病を予防し、いきいき生きる 

片山初美 

第 6 回健康いきいき公開講座 

近江八幡市 2016.06.25 

 

2）急性期からホスピスへ終末期がん患者と家族

に寄り添った「療養場所の選択」を支える援助に

ついての一考察 

木本美由紀、大坂芳夫、白井直美、牛嶋 壮、 

山口瑞彦、馬場容子、細井 順 

第 21 回日本緩和医療学会学術大会 

京都市 2016.06.17～18 

 

3）血糖値の改善が行動変容につながった一症例 

片山初美、平野大作 

第 4 回日本糖尿病療養指導学術集会 

京都市 2016.07.23～24 

 

4）急性期病院における地域歯科医師との連携に

よる口腔ケア回診の取り組み 

溝江景子、森田 曜、平賀光弘、川嶋頼子、 

白井直美、冨永章一、宮下浩明 

第 55 回全国自治体病院学会 

富山市 2016.10.20 

 

5）多職種連携による重症度、医療・看護必要度 C

項目の精度向上 

田村聡美、大林ひとみ、木下明美、田邊 智、 

高野宏武 

第 14 回マネジメント学会京滋支部学術集会 

京都市 2017.02.25 

 

6）炭酸浴で足潰瘍が改善した一事例‐血流障害

のある糖尿病患者に AS ケアを使用して‐ 

片山初美、石山真帆、青木裕美、北田勇也 

第 15 回日本フットケア学会年次学術集会 

岡山市 2017.03.24～25 

 

3E 病棟 

1）今日は楽しかったね。明日はどんなおもちゃ

かな。 

小川小百合、岸部洋子 

第 17 回子どもの療育環境研究会 

大府市 2016.06.12 

 

2）小児のおむつかぶれ減少を目指して 

～陰部洗浄方法統一前後の比較検討による気

づき～ 

浦野優希、田中由紀、脇 弥生、黒川 綾 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

NICU 

1）nasal DPAP 使用時の保育器内の環境調整 

～体温の安定化に向けた保冷剤の効果～ 

森本晃弘、川本佐江子、坂本亜夜香 
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第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

3N 病棟 

1）点眼指導の早期導入 

～画像での集団指導の取り組み～ 

横内真由美、吉村美佐枝、大西美香、 

村井真由美 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

3S 病棟 

1）地域包括ケア病棟における退院支援の関わ 

り  ～看護師の知識の統一～ 

原島慶子、奧村ひとみ、笠田昌代 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

3W 病棟 

1）急性期整形外科病棟における術後患者の疼

痛コントロールの取り組みに向けて 

～看護師の鎮痛剤使用に対する意識変容を試

みて～ 

小川瑞規、角野幸代、濱田園子 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

4E 病棟 

1）スキンケア時の便臭対策 

～消臭剤と緑茶を用いて～ 

樋口亮子、西岡眞弓、奥野佑樹、太田伶美、 

熊谷沙里 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

4Ｎ病棟 

1）扁桃摘出術後の疼痛緩和対策 

～緑茶氷片による食前口腔内冷却療法を実施

して～ 

日下部祐子、飯塚満希、赤松絵美、田辺颯也 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

4W 病棟 

1）心臓カテーテル検査におけるプロトコルの検

証 

～橈骨動脈穿刺の圧迫止血帯（ＴＲバンド）を使

用して～ 

丸岡恵理花、青山由香里 

日本循環器看護学会学術集会 

仙台市 2016.10.22 

 

2）心臓カテーテル後の安静臥床に伴う腰痛の

出現時間について 

藤森智子、前川真奈美、佐野 葵 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

4S 病棟 

1）抗がん剤による病室環境への曝露対策の必要

性～サンプリングシートを用いた実態調査から

～ 

山脇能乃枝、小川朋子、竹本量子、髙岳裕賀里 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

外来 

1）急性期病院外来看護師の緩和ケアに対する 

意識調査～外来看護師間で緩和ケアの知識を共

有し認識の変化をみる～ 

大西佐知、川嶋頼子、柘植万里子 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

HCU 

1）Ａ病院救命救急センターに関わる看護師の院

内トリアージ実態調査 

村中恵美 

日本救急看護学会学術集会 

千葉市 2016.10.29 
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2）患者・看護師の意識調査と騒音計測による夜

間の音環境に対する実態調査 

仙波ゆうき、荻生文子、岩田有加、寺井千波 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

ICU 

1）早期離床へのアプローチ 

～ＩＣＵにおける離床プロトコルの導入と検

討 

足立晴香、長谷川 望、山田かの子、 

杉本あゆみ 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

2）当院におけるオプション提示について 

中田三樹子、秋岡清一、大坂雅史、石川達基、 

藤井千晴、鳰 淳子 

第 50 回日本臨床腎移植学会 

神戸市 2017.02.15～17 

 

腎臓センター 

1）当院における透析患者の終末期にできること 

～死生観調査からの考察～ 

井本千秋、黒田なほみ、泉井みちる、堀 智子、 

門 浩志 

第 61 回日本透析医学会学術集会 

大阪市 2016.06.09～12 

 

2）保存期腎不全患者に必要とされる看護師の役

割 

井本千秋 

第 61 回日本透析医学会学術集会 

大阪市 2016.06.09～12 

 

3）腹膜透析導入時に訪問看護利用をすすめた一

事例 

池田奈緒美、平井友子、谷 幸太、井本千秋、 

冨田 彩、門 浩志 

第 37 回滋賀腎・透析研究会 

大津市 2016.09.04 

 

4）ＣＫＤ患者に必要とされる看護師の役割 

井本千秋 

福岡県ＣＫＤ看護研究会 

福岡市 2016.09.04 

 

5）腹膜透析導入時に訪問看護利用システムを導

入した事例からの検討 

池田奈緒美、平井友子、谷幸太、井本千秋、 

門浩志 

第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会 

札幌市 2016.09.24 

 

6）腹膜透析を継続したい患者・家族に応えるた

めに取り組んだ症例 

井本千秋、門浩志、井田智治、西岡真弓、 

池田奈緒美、泉井みちる 

第 22 回日本腹膜透析学会学術集会 

札幌市 2016.09.24 

 

7）フットケア ふっとした時にふらっと見て！ 

井本千秋 

ＣＫＤ市民公開講座 

近江八幡市 2016.10.30 

 

8）腎移植患者を通して看る療法選択の実際 

井本千秋 

第 50 回日本臨床腎移植学会 

神戸市 2017.02.15～17 

 

9）腹膜透析地域連携パスの導入開始報告と事例

からの考察 

井本千秋、平井友子、谷幸太、藤野奈緒美、 

門 浩志 

第 32 回関西ＣＡＰＤナースセミナー 

大阪市 2017.02.19 
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10）腹膜透析（PD）におけるスタッフの意識改

革  ～スタッフ教育効果～ 

谷 幸太 平井友子 藤野奈緒美 井本千秋 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

手術室 

1）手術室看護師のやりがい調査 

深尾ゆか里、北川美奈子、藤井尚美、吉野直子 

第 36 回 院内看護研究発表会 

近江八幡市 2017.03.04 

 

 

 

医療安全管理室 
 

1）キャリアアップ・資格取得に関する意識調査

結果を反映した資格一覧冊子作成 

住田 勝 

第 18回日本医療マネジメント学会 

福岡市 2016.4.23 

 

2）ドレーン・チューブ類の使用・管理に関する

インシデント集計の一考察 

住田 勝、澤 愛子、沼田浩志、久郷 稔、 

宮下浩明 

第 55 回全国自治体病院学会 

富山市 2016.10.20 

 

3）ドレーン・チューブ類の使用・管理に関する

インシデント集計の一考察 

住田 勝、澤 愛子、沼田浩志、久郷 稔、 

細川洋平、宮下浩明 

第 11回医療の質・安全学会 

千葉市 2016.11.20 

 

情 報 管 理 課 
 

1）ＤＷＨを用いた重症度、医療・看護必要度分

析 

田邊 智 

第 42 回日本診療情報管理管理学学術大会 

東京 2016.10.12～14 

 

2）チェックツール群を用いた重症度、医療・看

護必要度の精度向上支援 

田邊 智、田村聡美、大林ひとみ、木下明美、 

高野宏武 

第 14 回マネジメント学会京滋支部学術集会 

京都市 2017.02.25 

 

3）びわ湖メディカルネットの将来構想について 

西澤嘉四郎 

第 6 回地域ＩＣＴ利活用連携事業シンポジウム 

大津市 2017.02.26 

 

臨 床 工 学 科 
 

1）血小板活性化を抑えたポリスルホン膜の使用

が血小板に及ぼす影響 

久永浩司、宮平純一、柏木伸旭、牧田広之、 

鈴木雄也、小南裕司、塚本 学、尾田勇樹、 

布施匡也、永福啓一、板橋達幸、西野貴久、 

久郷 稔、門 浩志 

第 26 回日本臨床工学会 

京都市 2016.05.14～15 

 

2）血小板活性化を抑えた PS 膜使用により透析後

血小板数減少は抑制される 

小南裕司、牧田広之、鈴木雄也、塚本 学、 

尾田勇樹、久永浩司、布施匡也、永福啓一、 

板橋達幸、西野貴久、久郷 稔、門 浩志 

第 61 回日本透析医学会学術集会 

大阪市 2016.06.09～12 

 

3）BabylogVN500 で Evaqua2 回路は使用可能か 

鈴木雄也、戸松賢太、山岡竜也、牧田広之、 



 29 

小南裕司、塚本 学、尾田勇樹、久永浩司、 

布施匡也、永福啓一、板橋達幸、西野貴久、 

久郷 稔 

第 23 回近畿臨床工学会 

神戸市 2016.11 

 

4 ）新生児人工呼吸器 BabylogVN500 での

Evaqua2 回路の検討 

鈴木雄也、塚本 学、西野貴久、久郷 稔、 

吉田 忍 

第 23 回新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム 

長野 2017.02 

 


