
神 経 内 科 
 

1）A case of refractory generalized myasthenia 

gravis treated with polypharmacy and plasma 

exchange 

Koushun Matsuo, Chihiro Fujii, Kiyonori 

Miyata [et al.]… 

雑誌名 J. of Neurology & Neurophysiology 

巻号 Vol.7 No.2 

年月 2016 

 

循 環 器 内 科 
 

1） Popliteal artery aneurysm treated with 

implantation of a covered stent graft (fluency) 

reinforced with a nitinol stent (S.M.A.R.T) 

Nishi M, Zen K, Yamaguchi S, Asada S, 

Kambayashi D 

雑 誌 名  Cardiovascular Intervention and 

Therapeutics 

巻号 Vol. 31 No.4 頁 p.316‐320 

年月 2016.10 

 

外  科 
 

1）放射線治療後 45年で発症した小腸膀胱直腸腟

瘻の 1例 

井岡笑子、大坂雅史、奥川 郁、中野且敬、 

秋岡清一、土屋邦之 

雑誌名 日本臨床外科学会雑誌 

巻号 77巻 10号 頁 p.138‐142 

年月 2016.10 

 

2）滋賀県におけるドクターズクラークの現況 

西島節子、有田 泉、梅田朋子、洲崎 聡、 

奥川 郁、馬場真奈美、卜部優子、樋口明日香 

雑誌名 滋賀医科大学雑誌 

巻号 30巻 1号 頁 p.60 

年月 2017. 03 

 

脳 神 経 外 科 
 

１）Straight sinus thrombosis during 

neurosurgical operation.  

Hiroto Kawano, Naoki Nitta, Kazuhiko Nozaki. 

雑誌名 Surgical Neurology International 

巻号 Vol.7 頁 e Collection 

年月 2016.05 

 

2）Primary pericranial Ewing`s sarcoma on the 

temporal bone: A case report. 

Hiroto Kawano, Naoki Nitta, Mitsuaki Ishida, 

Tadateru Fukami, Kazuhiko Nozaki. 

雑誌名 Surgical Neurology International 

巻号 Vol.7 頁 p. s444‐s448 

年月 2016.06 

 

3）内頚動脈内膜剥離術施行後に感染性眼内炎を

手術反対側に生じた１例 

河野浩人、地藤純哉、北村智章、野崎和彦 

雑誌名 脳卒中の外科  

巻号 44巻 頁 p.390‐394 

年月 2016 

 

4）The prevention of renal dysfunction in 

high-risk CKD patients undergoing carotid 

artery stenting. 

Naoki Hatsuda, Masayuki Nakajima, Masahiro 

Tanimoto, and Yayoi Yoshimura 

雑誌名 J Neuroendovascular Theraphy 

巻号 Vol.10 頁 p.183‐189 

年月 2016. 

 

5) 被殻部慢性被膜下脳内血腫 

－2例報告と成因に関する文献的考察－ 

辻 敬一、中島正之、初田直樹、野崎和彦 

雑誌名 脳神経外科ジャーナル  



巻号 26巻 2号 頁 p.134‐142 

年月 2017.02 

 

6）初診時に末梢性めまいと診断された小脳梗塞

に関する検討 

中島正之、初田直樹、松尾宏俊、丁 剛、 

谷本匡浩、立川弘孝 

脳卒中: in press 

 

泌 尿 器 科 
 

1）平成 28 年度（第 14 回）病院機能評価受審フ

ォーラムを開催して 

宮下浩明 

雑誌名 滋賀県病院会報 

巻号 第 113号 

年月 2016.10 

 

2）薬薬連携におけるトレーシングレポートの有

用性についての検討 

林 八惠子、永井智宏、高道恵理子、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 

雑誌名 全国自治体病院協議会雑誌 

巻号 56巻 3号 頁 p.63‐66 

年月 2017 

 

病 理 診 断 科 
 

1）厚生労働省科学研究費補助金地域医療基盤開

発推進研究事業「医療安全管理部門への医師の関

与と医療安全体制向上に関する研究」平成 28 年

度総括研究報告書（研究代表者 長尾能雅） 

長尾能雅、遠山信幸、南須原康行、浦松雅史、  

兼児敏浩、西原広史、細川洋平、福田治久 

年月 2017.03 

 

2）厚生労働省科学研究費補助金地域医療基盤開

発推進研究事業「医療安全管理部門への医師の関

与と医療安全体制向上に関する研究」平成 27 年

度～28年度総合研究報告書（研究代表者 長尾能

雅） 

長尾能雅、遠山信幸、南須原康行、浦松雅史、 

兼児敏浩、西原広史、細川洋平、福田治久 

年月 2017.03 

 

薬 剤 部 
 

1）クリニカルパス薬剤の後発品導入による経済

効果と周術期予防抗菌薬の適正使用に向けた薬

剤師の取り組み 

遠藤正憲、小川暁生、淵上尚彦、林沼聖子、 

藤井尚美、吉永典子、津田知樹、奥川郁、 

塚本有子、髙橋良一 

雑誌名 医薬ジャーナル 

巻号 52巻 6号  

年月 2016.06 

 

2）クリニカル・パスと薬剤師計画と実践のノウ・

ハウ クリニカルパス薬剤の後発品指導による

経済的貢献と周術期予防抗菌薬の適正使用に向

けた薬剤師の取り組み 

遠藤正憲、小川暁生、淵上尚彦、林沼聖子、 

藤井尚美、吉永典子、津田知樹、奥川郁、 

塚本有子、髙橋良一 

雑誌名 医薬ジャーナル 

巻号 52巻 6号 頁 p.1533‐1538 

年月 2016.06 

 

2）薬物療法の要となるために 

塚本有子 

雑誌名 日本病院薬剤師会雑誌  

巻号 52巻 8号  

年月 2016.08 

 

3） 薬剤師スキルアップの進め 

「博士（薬学）を取得して」 

門居久嗣 



雑誌名 滋賀県病院薬剤師会誌 

巻号 Vol.39 No.2(2016通算 72号) 

 

4）持参薬調査におけるリスク分析 

三上友寬 

雑誌名 滋賀県病院薬剤師会誌 

巻号 Vol.40 No.1(2017通算 73号) 

 

5) 薬薬連携におけるトレーシングレポートの有

用性についての検討 

林 八惠子、永井智宏、高道恵理子、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 

雑誌名 全国自治体病院協議会雑誌 

巻号 56巻 3号 頁 p.63‐66 

年月 2017 

 

臨床工学科 
 

1）重症虚血肢に対し INVOSを用いた術中虚血評

価の有用性 

塚本 学、尾田勇樹、布施匡也、板橋達幸、 

久郷 稔、全 完 

雑誌名 第 21回近畿臨床工学会 発表論文集 

巻号 座長推薦演題論文 頁 p7-11 

年月 2016.03 

 

リハビリテーション 

技術科 
 

1）伏流する欲望－高齢者デイサービスでのエピ

ソード記憶をもとにして－ 

田中元輝 

雑誌名 立命館大学大学院 応用人間科学研究科 

対人援助領域 

年月 2017.01. 

 

2）身体能力評価法 

寺井基子 

雑誌名 腎と透析 

巻号 80巻 5号  頁 p.651‐656 

年月 2016.05 

 


