平成２４年度

刊行論文・著書・学会発表等

内 科
◆ 学会報告
１）[口演]小池 勤、供田文宏、滝 知彦、大原麻衣子、鍵谷聡志、井上 博、中村國雄、
平田 仁、松本三千夫、高林大輔、小西啓子、林 健志、菅原秀徳、宮田敏男：血液
透析患者におけるL-カルニチンの酸化ストレスに及ぼす影響、第57回(社)日本透析医
学会学術集会・総会、2012.6.22-24、京王プラザホテル札幌
２）[ポスター]杉本欣之、松原涼子、古澤祐介、渋谷省吾、松本三千夫、加藤智代、黒木
則子、吉田順子、後藤真紀：東レメディカル社製ポリスルホン膜ダイアライザー「NV16U」の性能評価、第57回(社)日本透析医学会学術集会・総会、2012.6.22-24、京王プ
ラザホテル札幌
３）[ポスター]吉田順子、黒木則子、加藤智代、後藤真紀、森 みえ、鍵谷聡志、供田文
宏、松本三千夫：ポリスルホン（PS）ダイアライザーでショック症状を呈した血液透
析患者の1例、第57回(社)日本透析医学会学術集会・総会、2012.6.22-24、京王プラザ
ホテル札幌
４）[口演]山崎 夕、猪又峰彦、松本三千夫、井内和幸、岡本宗司、田口芳治：単回の免
疫グロブリン大量療法が有効であった糖尿病性筋萎縮の1例、2012.6.24、金沢大学医
学類十全講堂・講義棟
５）[口演]福田信之、稲尾杏子、能登貴久、野々村誠、井内和幸：重症心不全で救急搬送
された巨大左房粘液腫切迫嵌頓の1例、第124回日本循環器学会北陸地方会、2012.7.8、
富山国際会議場
６）[口演]福田信之、稲尾杏子、猪又峰彦、能登貴久、山崎 夕、野々村誠、松本三千夫、
井内和幸：呼吸不全で搬送され病理解剖で好酸球性肺炎の診断に至った1剖検例、第21
8回内科北陸地方会、2012.9.2、福井県国際交流会館
７）[口演]福田信之、稲尾杏子、能登貴久、野々村誠、井内和幸：心房細動の抗凝固療法
における循環器内科と非循環器内科の治療およびTTR(Time in therapentic range)に
よる予後の検討、第60回日本心臓病学会学術集会、2012.9.14-16、石川県立音楽堂
８）[口演]野々村誠：留置から1カ月経過したステント下にワイヤーが迷入した1例、第28
回CVIT東海北陸地方会、2012.9.29、金沢
９）[ポスター]井内和幸：義歯が睡眠時無呼吸症候群を増悪したと思われる1例、第26回日
本臨床内科医会学会、2012.10.17、徳島
10）[口演]福田信之、稲尾杏子、能登貴久、野々村誠、井内和幸、三崎拓郎：心エコーお
よび造影MRIで診断し心不全加療で良好な経過が保たれた孤立性左室緻密化障害の1例、
日本循環器学会東海・北陸合同地方会、2012.10.21、愛知県女性総合センター

11）[ポスター]井内和幸：遊離トリヨードサイロニン単独の持続的な上昇を示した慢性心
不全の1例、第16回日本心不全学会、2012.11.30、仙台
12）[ポスター]福田信之、稲尾杏子、能登貴久、野々村誠、井内和幸：The read-world co
mpliance of non-cardiologist with guideline recommendations for prescribing
anticoagulation、第77回日本循環器学会学術集会、2013.3.16-18、パシフィコ横浜
◆ 講演会
１）野々村誠：左回旋枝末梢の閉塞でショックに陥った心筋梗塞の1例、第31回富山PTCA研
究会、2012.5.12、富山
２）野々村誠：当院における循環器診療、ほたるい会、2012.5.15、滑川
３）福田信之：心房細動塞栓症予防における当院内科チーム診療の検討 Heart current Me
eting 2012、2012.6.29、富山ANAクラウンプラザホテル
４）野々村誠：生活習慣病と動脈硬化、救急の日講演、2012.9.13、富山
５）野々村誠：心不全の在宅ケア、第7回とやま在宅協議会、2012.11.7、富山
６）野々村誠：びまん性下肢動脈狭窄CLIに腸骨動脈領域のEVTが有効であった1例、第1回
Toyama PTA & Surgery Collaboration、2012.11.10、富山
７）野々村誠：薬物療法のみで良好な経過をたどっている急性心筋梗塞の1例、富山県心臓
核医学症例検討会、2012.12.18、富山
８）野々村誠：EES留置後比較的早期に非心臓手術が必要となった3例、第59回北陸循環器
核医学研究会、2013.2.2、金沢
９）井内和幸：気が付きにくい病-睡眠時無呼吸症候群、第5回富山市医師会健康講座、201
3.3.9、3.23、富山
10）野々村誠：心不全治療に伴う進行性低Na血症にトルバプタンが有効であった高度腎機
能低下の1例、Meet the Expert、2013.3.12、富山
11）井内和幸：頸動脈エコー検査について、富山市医師会職員勉強会、2013.3.18、富山
◆ 記事掲載・ＴＶ放映・インターネット記事掲載等
１）福田信之：心房細動患者の抗血栓療法のリアルワールドが明らかに 済生会富山病院の
データから、日経メディカルオンライン、2013.3.17

小児科
◆ 論 文
１）Ishida K,Fukao M,Watanabe H,Taguchi M,Miyawaki T,Matsukura H,Uemura O,Zhang Z,Una
dkat JD,Hashimoto Y：Effect of salt intake on bioavailability of mizoribine in he
althy Japanese males,Drug Metab Pharmacokinet.2013;28(1):75-80
２）Matsukura H,Ibuki K,Nomura K,Higashiyama H,Takasaki A,Miyawaki T,Aikawa A,Kanaga
ne H：Intracrnial calcification ina uremic infant with Wilm's tumore in a solita
ry kidney,CEN Case Rep.2012;1:86-89
◆ 学会報告
１）[ポスター]松倉裕喜、相川 厚：生体腎臓移植8年後に突然の蛋白尿を認めた1例、第4
7回日本小児腎臓病学会、2012.6.29-30、東京
２）[ポスター]松倉裕喜、野村恵子、金兼弘和：片腎原発Wilms腫瘍全摘出術により永続的
腎置換療法を要し小児に異所性石灰化を認めた女児例、第65回済生会学会、2012.10.1
4、京都

外 科
◆論文・症例報告
１）坂東 正、松能久雄、塚田一博：肝転移同時切除を施行し長期生存が得られた膵粘液
性嚢胞腺腫合併浸潤性膵管癌の1例、膵臓Vol,27 No,6、2012.7.5、768-771
２）清水哲朗、山﨑一麿、坂東 正、田近貞克、塚田一博：腸重積を伴った結腸アニサキ
ス症の1例、日本臨床外科学会雑誌、2012.5.25、117-121
◆学会報告
１）[ポスター]坂東 正、堀 亮太、塚田一博：膵管内乳頭粘液性腫瘍破裂の1例、第24回日本
肝胆膵外科学会・学術集会、2012.6.1、大阪
２）[口演]清水哲朗、堀 亮太、山﨑一磨、坂東 正、杉瀬 瞳：手術部位感染サーベイラン
スからみたクリニカルパスの検証、第9回富山県クリニカルパス研究会、2012.6.9、富山
３）[ポスター]田澤賢一、小島博文、土屋康紀、山岸文範、島多勝夫、清水哲朗、松井恒志、
長田拓哉、嶋田 裕、塚田一博：乳房全切除術(Bt)後の局所再発症例の検討、第20回日本
乳癌学会学術総会、2012.6.28、熊本
４）[ポスター]島多勝夫、清水哲朗、田澤賢一、長田拓哉、塚田一博：Micropapillary featu
reを併存した乳腺原発の粘液癌における化学療法の意義、第20回日本乳癌学会学術総会、
2012.6.29、熊本
５）[口演]清水哲朗、山﨑一磨、坂東 正、田近貞克、島多勝夫：乳癌症例におけるVimentin
陽性の意義、第20回日本乳癌学会学術総会、2012.6.30、熊本
６）[ポスター]坂東 正、塚田一博：嚢胞性腫瘍との鑑別が困難であった膵頭部限局性炎症病

変の1手術例、第43回日本膵臓学会大会、2012.6.30、山形
７）[要望演題]坂東 正、堀 亮太、山﨑一磨、清水哲朗、塚田一博：膵頭十二指腸切除術の
成績、第67回日本消化器外科学会総会、2012.7.21、富山
８）[ポスター]坂東 正、塚田一博：十二指腸ファーター乳頭部癌に対する幽門輪温存膵頭十
二指腸切除後に背膵動脈右枝の破綻により腹腔内出血をきたしIVRにて止血した1例、第48
回日本胆道学会学術集会、2012.9.21、東京
９）[ポスター]坂東 正、堀 亮太、塚田一博：S1＋Gemcitabinelによる浸潤性膵管癌術後補
助化学療法の検討、第50回日本癌治療学会総会、2012.10.26、横浜
10）[ポスター]堀 亮太、清水哲朗、坂東 正、山﨑一磨、田近貞克、塚田一博：原発巣切除
により発熱が軽快した病期Ⅳ期胃癌の1例、第50回日本癌治療学会総会、2012.10.26、横
浜
11）[口演]清水哲朗、堀 亮太、山﨑一麿、坂東 正、森さとみ：局所性非対称陰影の判定基
準の明確化による要精検率低下の試み、第22回日本乳癌検診学会学術総会、2012.11.10、
那覇
12）[要望演題]堀 亮太、清水哲朗、坂東 正、山﨑一麿、田近貞克、塚田一博：いわゆる特
発性腹壁膿瘍の1例、日本外科感染症学会、2012.11.22、千葉
13）[口演]堀 亮太、清水哲朗、坂東 正、山﨑一麿、田近貞克、塚田一博：当院における開
腹楔状胃切除症例の長期予後の検討、第73回日本臨床外科学会総会、2012.11.30、東京
14）[要望演題]坂東 正、山﨑一麿、清水哲朗、田近貞克、塚田一博：幽門輪温存膵頭十二指
腸切除術における十二指腸空腸吻合に関する検討、第73回日本臨床外科学会総会、2012.1
1.30、東京
◆ 講演会
１）清水哲朗：術後創感染防止対策、富山県感染対策協議会 感染対策担当者養成講習会、20
12.9.22、富山

整形外科
◆論 文
１）藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠、大橋義徳：Direct anterior approachによる人工股
関節全置換術の経験-ラーニングカーブの検証-、Hip Joint、38:334-337、2012
２）藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠、中西 章：Vanguard RP High-flex人工膝関節の術後
3年以上の成績、人工関節学会誌、42:229-230、2012
◆学会報告
１）[口演]藤井秀人、吉田

晃、豊田 誠、中西 章：大腿骨頸部骨折に対するDirect an

terior approachによる人工骨頭置換術の経験-導入後4年を経過して-、第118回中部日
本整形災害外科学会、2012.4.6-7、大阪
２）[口演]中西 章、藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠：スケートボード中に受傷したBoswo
rth骨折の2例、第191回北陸整形外科集談会、2012.6.3、金沢
３）[口演]藤井秀人、吉田

晃、豊田 誠、中西 章：大腿骨頸部骨折に対するDirect an

terior approachによる人工骨頭置換術の経験-成績とトライアルの工夫-、第38回日本
骨折治療学会、2012.6.29-30、東京
４）[ポスター]中西 章、藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠：スケートボード中に受傷したB
osworth骨折の2例、第38回日本骨折治療学会、2012.6.29-30、東京
５）[ポスター]藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠、中西 章：通常より大腿骨遠位を7～8mm
多くリカットを行ったTKAの2例、4th.JOSKAS、2012.7.19-21、沖縄
６）[口演]藤井秀人、吉田

晃、豊田 誠、中西 章：同一チーム内の全選手の連続写真

による投球フォームの観察-野球肘予防のために簡便にリスクのある子を探すには-、
第38回日本整形外科スポーツ医学会、2012.9.14-15、横浜
７）[口演]藤井秀人、吉田

晃、豊田 誠、中西 章：大腿骨頸部骨折に対するDirect an

terior approachによる人工骨頭置換術-成績とトライアルの工夫-、第119回中部日本
整形災害外科学会、2012.10.5-6、福井
８）[口演]藤井秀人、吉田

晃、豊田 誠、中西 章：1チーム全選手の連続写真による投

球フォームの観察-野球肘予防のために簡便にリスクのある子を探すには-、第119回中
部日本整形災害外科学会、2012.10.5-6、福井
９）[口演]藤井秀人：Modified gap techniqueによるCR TKA-屈曲タイトの時の対応-、TKA
手術手技勉強会、2012.11.7、鹿児島
10）[口演]豊田 誠、藤井秀人、吉田 晃、沼田仁彬、平野貴大：Direct anterior appro
achによる人工骨頭置換術の術前計画におけるレントゲン撮影の工夫、第193回北陸整
形外科集談会、2012.12.2、金沢
11）[口演]藤井秀人、吉田

晃、豊田 誠、中西 章：Direct anterior approachによる

人工骨頭置換術の経験-同一術者によるラーニングカーブの検証-、第39回日本股関節
学会、2012.12.7-8、新潟

12）[ポスター]稲見美津代、橋本佳子、高利仁子、藤井秀人：人工股関節置換術・人工骨
頭置換術における術後疼痛対策(局所カクテル注射法)の効果、第39回日本股関節学会、
2012.12.7-8、新潟
13）[ポスター]藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠、沼田仁彬：Modified gap techniqueを用
いて手術を行ったVanguard CR人工膝関節の経験-ギャップを合わせるための大腿骨側
の処置の検討-、第43回日本人工関節学会、2013.2.22-23、京都
14）[ポスター]豊田

誠、藤井秀人、吉田 晃、沼田仁彬、平野貴大：Direct anterior a

pproachによる人工骨頭置換術の術前計画におけるレントゲン撮影の工夫、第43回日本
人工関節学会、2013.2.22-23、京都
◆講演会
１）藤井秀人：野球肘ってどんな病気？気をつけよう,フォームと投げ過ぎ、北加積ホークス勉
強会、2012.5.20、滑川
２）藤井秀人：野球肘ってどうやって診たらいいの？野球の経験のない整形外科医の3人の子供
が突然小学校の野球部に入ったことで学んだこと、舞鶴整形外科病診連携研究会、2012.1
2.12、舞鶴
３）藤井秀人：野球肘ってどんな病気？気をつけよう,フォームと投げ過ぎ、和田ボンバース勉
強会、2013.1.19、立山
４）藤井秀人：野球肘ってどんな病気？気をつけよう,フォームと投げ過ぎ、済生会富山病院講
演会、2013.2.11、当院研修ホール
５）藤井秀人：Personalized Patient Care(Signature)を用いたTKA CTベースでの当院の経験、
北陸Signatureセミナー、2013.3.30、金沢

脳神経外科
◆ 論文・原著・総説
１）Nobuhisa Matsumura:A new bayonet spring microsurgical instrument bandle with
a bar for microneurosurgery.Surg Neurol Int 3:152.2012
２）柴田 孝、武者利光、松村内久、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒田

敏、田中美

枝子、今城 郁、松﨑晴康、朝田 陸：頸動脈狭窄症による血管性認知障害に対する
定量的脳波解析、CI研究 34、2012
３）久保道也：血管内治療前の看護 血管内治療と看護、Brain Nursing28、2012、37-40
４）久保道也：血管内治療後の看護 血管内治療と看護、Brain Nursing28、2012、41-46
◆ 学会報告
１）[口演]岡本宗司、久保道也、谷真理子、堀恵美子、柴田 孝、松村内久、堀江幸男：
頭蓋外内頚動脈瘤を合併した神経線維腫症1型の1例、第82回(社)日本脳神経外科学会
中部支部学術集会、2012.4.21、岐阜
２）[口演]堀恵美子、松村内久、久保道也、柴田 孝、岡本宗司、谷真理子、堀江幸男：
小脳出血との関連が疑われた頭蓋頚椎移行部dAVFの1例、第84回富山県脳神経外科医会、
2012.4.18、富山）
３）[口演]久保道也、桑山直也、岡本宗司、松村内久、堀恵美子、柴田 孝、谷真理子、
堀江幸男：硬膜動静脈瘻症例における内頚静脈閉塞性所見の特徴-血行動態と経静脈的
アプローチルートの選択-、Stroke2012、2012.4.26-28、福岡
４）[口演]松村内久、堀恵美子、柴田 孝、谷真理子、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：
形成再建外科Supermicrosurgery技術の脳血管外科への応用、Stroke2012、2012.4.2628、福岡
５）[ポスター]堀恵美子、松村内久、久保道也、柴田 孝、岡本宗司、谷真理子、堀江幸
男：小脳出血にて発症した頭蓋頚椎移行部dAVFの1例、Stroke2012、2012.4.26-28、福
岡
６）[シンポジウム]Dept.of Neurosurgery, Stroke Center, Saiseikai-Toyama Hospital,
Toyama, Japan Dept.of Neurosurgery, University of Toyama, Toyama, Japan* Kubo
M, Kuwayama N*, Okamoto S, Matsumura N, Hori E, Shibata T, Tani M, Horie Y、Occlusive
changes of the internal jugular veins with cases of the dural artreriovenous
fistulas、The 10th Meeting of Asia Australasian Federation of Interventional and
Therapeutic Neuroradiology AAFITN,2012、2012.6.14-15、Nagoya, Japan
７）[口演]久保道也、桑山直也、岡本宗司、谷真理子、松村内久、堀恵美子、柴田

孝、

堀江幸男：硬膜動静脈瘻に対する transarterial intravenous coil embolization-で
きた症例・できなかった症例-、第 38 回中部地区脳神経血管内手術懇話会、2012.8.4、
岐阜
８）[口演]久保道也、桑山直也、岡本宗司、谷真理子、松村内久、堀恵美子、柴田

孝、

堀江幸男：口鼻近傍に動静脈吻合を伴った硬膜動静脈瘻の 1 例、第 2 回富山ホタルイ
カカンファレンス、2012.8.18、富山
９）[口演]松村内久、柴田
黒田

孝、堀恵美子、谷真理子、岡本宗司、久保道也、堀江幸男、

敏：脳血管外科手術における高解像度・高倍率手術顕微鏡の有用性と限界、第

71 回日本脳神経外科学会総会、2012.10.17-19、大阪
10）[ポスター]久保道也、桑山直也、岡本宗司、谷真理子、松村内久、柴田

孝、堀恵美

子、堀江幸男、黒田 敏：脳血管障害患者に認められる口鼻囲動静脈吻合-脳血管撮影
症例(804 例)における検討-、第 71 回日本脳神経外科学会総会、2012.10.17-19、大阪
11）[ポスター]柴田 孝、武者利光、松村内久、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒田 敏、
田中美枝子、今城

郁、松﨑晴康、朝田

隆、定量的脳波解析を用いた頸動脈狭窄症

による軽度認知障害と正常者との識別、
第 71 回日本脳神経外科学会総会、2012.10.17-1
9、大阪
12）[シンポジウム]柴田
田

孝、武者利光、松村内久、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒

敏、田中美枝子、今城

郁、松﨑晴康、朝田 隆：NAT を用いた頸動脈狭窄症によ

る軽度認知障害への応用、第 31 回日本認知症学会学術集会、2012.10.26-28、茨城
13）[口演]岡本宗司、久保道也、谷真理子、松村内久、堀恵美子、柴田

孝、堀江幸男、

桑山直也、黒田 敏：前交通動脈瘤に対する脳動脈瘤塞栓術-インターカテーテル k(セ
ルリアン G)使用前後における比較検討-、第 28 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会
総会、2012.11.15-17、仙台
14）[ポスター]岡本宗司、久保道也、谷真理子、松村内久、堀恵美子、柴田

孝、堀江幸

男、桑山直也、黒田 敏：脳血管内治療へのインナーカテーテル(セルリアン G)の様々
な応用、第 28 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会、2012.11.15-17、仙台
15）[口演]久保道也、桑山直也、岡本宗司、谷真理子、松村内久、堀恵美子、柴田
堀江幸男、黒田

孝、

敏 ： 硬 膜 動 静 脈 瘻 に 対 す る transarterial intravenous coil

embolization-どのような病変に対して可能であったか-、第 28 回日本脳神経血管内治
療学会学術総会、2012.11.15-17、仙台
16）[口演]久保道也、桑山直也、岡本宗司、谷真理子、松村内久、堀恵美子、柴田

孝、

堀江幸男、黒田 敏：内頚動脈瘤に対する瘤内部分塞栓術-安定したフレーム作成にお
ける Matrix-2 の有用性-、
第 28 回日本脳神経血管内治療学会学術総会、2012.11.15-17、
仙台
17）[ポスター]久保道也、桑山直也、岡本宗司、谷真理子、松村内久、堀恵美子、柴田 孝、
堀江幸男、黒田

敏：硬膜動静脈瘻における深部静脈間での静脈側副血行評価の重要

性、第 28 回日本脳神経血管内治療学会学術総会、2012.11.15-17、仙台
18）[ポスター]谷真理子、久保道也、岡本宗司、松村内久、堀恵美子、柴田

孝、堀江幸

男、桑山直也、黒田 敏：瘤内塞栓術を行った後大脳動脈瘤(P1 部)4 症例の検討、第
28 回日本脳神経血管内治療学会学術総会、2012.11.15-17、仙台

19）[口演]林

智秀、久保道也、岡本宗司、松村内久、堀恵美子、柴田

谷真理子、桑山直也、黒田

孝、堀江幸男、

敏：大動脈弓部病変に対して鎖骨下動脈バルーン閉塞試

験を行った 1 例、第 21 回北陸 IVNR 研究会、2013.1.12、金沢
20）[口演]谷真理子、久保道也、岡本宗司、松村内久、堀恵美子、柴田

孝、堀江幸男、

桑山直也、黒田 敏：瘤内塞栓術を行った後大脳動脈瘤(P1 部)4 症例の検討、第 21 回
北陸 IVNR 研究会、2013.1.12、金沢
21）[口演]岡本宗司、久保道也、松村内久、堀恵美子、柴田

孝、林

智秀、堀江幸男、

桑山直也、黒田 敏：jet flow が発症に関連したと思われるくも膜下出血の 3 症例、
第 21 回北陸 IVNR 研究会、2013.1.12、金沢
22）[口演]堀恵美子、松村内久、林

智秀、柴田

孝、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：

術後局所過灌流をきたしたと思われた急性期 trapping and bypass を行った破裂
praclinoid AN の 1 例、第 29 回白馬セミナー、2013.2.28-3.2、青森
23）[口演]久保道也、桑山直也、岡本宗司、松村内久、堀恵美子、柴田
堀江幸男、黒田

孝、林

智秀、

敏：複数セッションに血管内治療を分けて行う際に流出静脈(洞)に

血栓症をきたした硬膜動静脈瘻症例の検討、Stroke2013、2013.3.21-23、東京
24）[口演]久保道也、桑山直也、岡本宗司、秋岡直樹、黒田

敏：ホタルイカ・カンファ

レンス-硬膜動静脈瘻(DAVF)治療医の専門的育成に視点を据えた徹底討論の場とその
意義-、Stroke2013、2013.3.21-23、東京
25）[口演]堀恵美子、松村内久、久保道也、岡本宗司、柴田

孝、林

智秀、堀江幸男、

黒田 敏：初回検査にて出血源が不明であったくも膜下出血症例の検討、Stroke2013、
2013.3.21-23、東京
26）[口演]柴田

孝、武者利光、松村内久、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒田

田中美枝子、今城

郁、松﨑晴康、朝田

敏、

隆：定量的脳波解析を用いた頸動脈狭窄症

による軽度認知障害と正常者との識別、Stroke2013、2013.3.21-23、東京
◆ 講演会
１）久保道也：あぶないメマイ,危険な頭痛～脳ドックで何が分かるか？その役割は？、第
4回富山市医師会健康公開講座、2012.4.7、富山国際会議場
２）久保道也：急性期脳梗塞治療と再発予防-富山医療圏における取り組み-、能登北部医
師会学術講演会、2012.6.1、石川県穴水市
３）久保道也：院内・院外における脳卒中チーム医療の推進、2012ストップ！NO卒中プロ
ジェクト、2012.6.21、富山
４）久保道也：脳神経疾患の基礎理解と最新情報、第15回脳神経看護セミナー、2012.6.24、
福井
５）久保道也：済生会富山病院脳卒中センターにおける「チーム医療」の推進、富山市薬
剤師会、2012.7.5、富山
６）久保道也：脊髄血管解剖の基礎、The 5th Meet the Expert、2012.7,6、富山

７）久保道也：知れば知るほど興味が深まる,深部静脈血栓症の重要性と弾性ストッキング
の役割、第5回日本着圧協会学術講演会、2012.7.13、京都
８）久保道也：カテーテルの基本、第12回北陸夏季脳神経血管内治療懇話会ハンズオン、2
012.8.18、富山
９）久保道也：血行再建の視点に立った脳血流SPECT定量評価の有用性と可能性、第25回福
井県脳機能画像カンファレンス、2012.9.14、福井
10）久保道也、高嶋修太郎、青木賢樹、松田 博、脳卒中二次予防における新規抗凝固薬
の適性使用について、富山県CARE AF講演会、2012.9.26、富山
11）松村内久：マイクロサージャリ－・トレーニングコース マイクロサージャリ－の歴
史と基本手技、第1回富山大学脳神経外科マイクロ手術道場、2012.10.6、富山
12）久保道也：交感神経と降圧療法,脳の視点から、富山N型カルシウムチャンネル研究会、
2012.10.12、富山
13）久保道也：在宅医の先生方に知っておいてもらいたい脳卒中患者の治療とケアのポイ
ント、富山県在宅医会結成記念総会、2012.10.20、富山
14）久保道也：急性期脳卒中に対する脳血管内治療、Brain Attackセミナー、2012.12.20、
富山
15）久保道也：嚥下の視点で考える 脳卒中患者の薬剤投与、薬薬連携ミーティング、201
3.3.1、富山
◆ 記事掲載・ＴＶ放映・インターネット記事掲載等
１）久保道也：第4回富山市医師会健康公開講座「脳と認知症を考える」、2012.4.9、北日
本新聞・富山新聞
２）注目医療2012脳卒中治療最前線-患者にやさしいカテーテル治療-、2012.5.3-10号、週
刊新潮
３）手術数で分かる地方別の「いい病院」ランキング北陸・甲信越・中部編

脳動脈瘤開

頭術ランキング(富山県第3位)、2012.8.31号、週刊朝日
４）頼れる病院消える病院

脳梗塞治療実績(全国42位)、2012.10.27号、週刊ダイヤモン

ド
５）富山県在宅医会結成総会、2012.11.1号、医報とやま
６）病院の実力 脳卒中編(北信越6県：第1位)、2013.2.3、読売新聞
７）日経実力病院調査 脳卒中(全国52病院にリストアップ)、2013.3.21、日本経済新聞
８）久保道也：済生会富山病院における必見診療科、2012、富山県臨床研修病院協議会情
報誌Vol.5 P.8

泌尿器科
◆学会報告
１）[口演]中山あい子、近村厚子、風間泰蔵、木村仁美：当院医療スタッフのレベルアップ
を目的とした泌尿器科に関するテストの試み、第25回北陸排尿障害研究会、2012.7.8、
金沢都ホテル
２）[口演]木村仁美、風間泰蔵：Sorafenibを長期投与した転移性腎がんの1例、第62回日
本泌尿器科学会中部総会、2012.11.2、富山国際会議場

耳鼻咽喉科
◆ 論文
１）木村 寛、田近洋介：頸部胚中心進展性異形成の1例、日本耳鼻咽喉科学会会報、2012、1
15:173-177
２）木村 寛、安藤孝将、長崎正男：急性咽喉頭炎様症状を主徴とした成人Still病の1例、耳
鼻咽喉科・頭頸部外科、2012、84:401-405
３）木村 寛、将積日出夫、浅井正嗣、藤坂実千郎、伏木宏彰、成瀬 陽、渡辺行雄：耳鼻咽
喉科領域の病変を初期症状とした膠原病症例の分析、耳鼻咽喉科臨床、2012、補134:40-4
3
４）木村 寛：まれな上咽頭異物例、耳鼻咽喉科臨床、2012、105:798-799
◆ 学会報告
１）[口演]脳梗塞後遺症例のまれな上咽頭異物の1例、第59回日耳鼻富山県地方部会、2012.
11.25、富山

放射線科
◆ 学会報告
１）[口演]蔭山昌成、川口正美、三崎拓郎、本井愛子、牧野慶明、浅野加代子、松本悦子、
平田 仁：透析室スタッフによるVAIVT介助の功績、日本IVR学会第33回中部地方会、2
012.6.30、岐阜薬科大学
２）[口演]川口正美、蔭山昌成、大居直子、三崎拓郎：透析業務経験看護師によるVAIVT直
接介助の初期経験、日本IVR学会第33回中部地方会、2012.6.30、岐阜薬科大学

歯科
◆ 講演会
１）河合宏一、田近貞克：摂食・咀嚼・嚥下その一連の運動の再評価、第20回日本病院歯
科口腔外科協議会北陸部会総会、2012.9.9、石川県立中央病院
２）河合宏一：病院歯科勤務医生活を振り返って、第21回日本病院歯科口腔外科協議会北
陸部会総会、2013.2.17、石川県立中央病院
◆ 学会報告
１）[口演]河合宏一：
「頭の乗せ方」スフィンクスの問いにオイディプスが答える、第19回
美術解剖学会、2012.7.14、東京藝術大学
２）[ポスター]河合宏一、田近貞克、松井幹夫：
「顎運動の再検討」、第17・18回日本摂食
嚥下リハビリテーション学会、2012.8.31、札幌
３）[ポスター]河合宏一、田近貞克、谷本美幸、坂口美奈子：「一歩進んだ口腔ケア」
、第1
7・18回日本摂食嚥下リハビリテーション学会、2012.8.31、札幌
４）[口演]山本美和、河合宏一：歯科治療が有効であった閉塞性睡眠時無呼吸症候群の1例、
第50回睡眠呼吸障害研究会、2013.2.16、東京

看護部
◆学会報告
１）[口演]金山洋子、三輪恵里：臨床倫理委員会活性化への取り組み、日本看護倫理学会
第5回年次大会、2012.5.26-27、東京
２）[口演]吉田順子：ポリスルフォン(PS膜)ダイアライザーでショック症状を呈した血液
透析患者の1症例、日本透析医学会学術集会、2012.6.22-24、札幌
３）[口演]川口正美：透析業務経験看護師によるVAIVT直後介助の初期経験、日本IVR学会
第33回IVR中部地方会、2012.6.30-7.1、岐阜
４）[口演]清水純子、寺崎日奈子、菅野陽子、放生ひとみ：脳卒中患者の立位・座位支援
と手洗いによる患者の意識状態・情動の変化、第21回日本意識障害学会、2012.7.6-7、
山梨
５）[口演]中山あい子、近村厚子、風間泰蔵、木村仁美：当院医療スタッフのレベルアッ
プを目的とした泌尿器科テストの試み、第25回北陸排尿障害研究会、2012.7.8、金沢
６）[口演]三輪恵里：熟練看護師の救急センターにおける看取りの体験、第38回日本看護
研究学会学術集会、2012.7.7-8、沖縄
７）[ポスター]三輪恵里、森田晃代：全体性を捉えるための情報収集への取り組み、第18
回日本看護診断学会学術集会、2012.7.14-15、京都
８）[口演]三輪恵里：2011年度新人看護職員研修の振り返りから2012年度の新人看護職員
研修の教育体制を考える、第16回日本看護管理学会年次大会、2012.8.23-24、札幌

９）[ポスター]木田郁絵、高田和加子：嚥下訓練中の代替え栄養を比較検討経腸栄養か経
静脈栄養か、第17・18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会、2012.
8.31-9.1、札幌
10）[ポスター]木田郁絵、高田和加子：自宅に帰るために胃瘻を選択した1事例、第17・18
回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会、2012.8.31-9.1、札幌
11）[ポスター]近村厚子、中山あい子、吉田 晃：発赤・水泡形成部位におけるポリウレ
タンフイルム材の使用の検証、第14回日本褥瘡学会学術集会、2012.9.1-2、横浜
12）[口演]仲井智美、西沖正実、長井彩乃：急性期脳卒中病棟から回復期混合病棟へ転棟
した患者の思い、第43回日本看護学会看護管理学術集会、2012.10.3、京都
13）[ポスター]増田仁美、吉本麻梨絵：高齢者の糖尿病の生活に向けた関わり、第65回済
生会学会、2012.10.13-14、京都
14）[ポスター]中山あい子、山城さなえ、田中沙緒里：脳卒中センター看護師への排泄ケ
アテストの試み、第39回日本脳神経看護研究学会、2012.10,19、大阪
15）[口演]三輪恵里：救急センターで死亡に至った患者とその家族に対応した看護師の経
験知、第14回日本救急看護学会学術集会、2012.11.2-3、東京
16）[口演]三輪恵里、長 光代、認定看護師に影響を与えたキャリア発達の体験の意味、
第32回日本看護科学学会学術集会、2012.11.30-12.1、東京
17）[口演]児嶋恵理子、森田風美、碓井里美：術後カンファレンスによる外回り看護師に
おける看護実践への思い、第26回日本手術看護学会年次大会、2012.11.23-24、横浜
18）[口演]近村厚子、山﨑一磨：糖尿病患者の熱傷治療にアルギニン含有糖質補助食品(グ
ルコパル)が有用と考えられた1例、日本経腸静脈学会、2013.2.21、金沢
19）[口演]三輪恵里：新人看護職の院内留学に対する認識、日本看護研究学会第26回近畿・
北陸地方会学術集会、2013.3.2、和歌山

薬剤科
◆ 著書
１）篠田健一：病院薬剤師業務推進実例集③-薬剤師の病棟業務の推進中小病院の成功事例
を中心に、11当該病棟に係る業務日誌の作成等Case11-5「効果的な病棟薬剤の実施に
係る業務日誌等の構築」
、一般社団法人日本病院薬剤師会中小病院委員会編集(株)薬ゼ
ミ情報教育センター、2013.3、173-175
◆学会報告
１）[ポスター]森田智恵子、川井美和、久保道也、篠田健一：「ワルファリンの適正使用～
禁忌食品によるリスク回避に向けた取り組み～」
、第22回日本医療薬学会年会、2012.1
0.28、新潟
２）[ポスター]立川一匡、五十嵐諭二、濱田竜治、松野由華、杉瀬 瞳、清水哲朗、篠田
健一：｢パクリタキセルの末梢神経障害対策の現状と今後の展望｣、第6回日本緩和医療
薬学会年会、2012.10.7、神戸

放射線技術科
◆学会報告
１）[口演]渡邊篤史、石崎宗一郎、千代勇気、松井幹夫、久保道也、岡本宗司、堀江幸男、
桑山直也、黒田 敏：脳動脈瘤塞栓術における照射野絞りの検討 第1報 被ばく低減
策の1つとして、第28回日本脳神経血管内治療学会総会、2012.11.15-17、仙台国際セ
ンター
２）[口演]石崎宗一郎、渡邊篤史、千代勇気、松井幹夫、久保道也、岡本宗司、堀江幸男、
桑山直也、黒田 敏：脳動脈瘤塞栓術における照射野絞りの検討 第2報 被ばく低減
策の1つとして、第28回日本脳神経血管内治療学会総会、2012.11.15-17、仙台国際セ
ンター
３）[ポスター]高橋亮次、松井幹夫、野崎春奈、千代勇気、上田周平：当院における頭頚部
3D-CTAの読影、第28回日本診療放射線技師学術大会、2012.9.28-30、名古屋国際会議
場
４）[ポスター]千代勇気、上田周平、山本由利子、松井幹夫：放射線検査のコミニュケーシ
ョン～外国人や聴覚障害の患者さんへの対応～、第65回済生会学会、2012.10.13-15、
京都国際会議場
５）[ポスター]平野貴大、高橋亮次、高村麻美、上田周平、山本由利子、松井幹夫、藤井秀
人：人工骨頭置換術における術前股関節撮影補助具の作成、第5回中部放射線医療技術
学術大会、2012.11.3-4、アクトシティ浜松コングレスセンター
◆その他
１）[口演]石崎宗一郎、野崎春奈、高橋亮次、上田周平：指示どおりにしてもらえない～

伝わらない想い～、第14回フォーラム「医療の改善活動」全国大会、2012.10.12-13、
沖縄コンベンションセンター

病理検査科
◆ 学会報告
１）[ポスター]田近洋介、浅倉ゆきえ、宮川舞子：直腸悪性黒色腫の1例、第65回済生会学会、
2012.10.14、京都国際会議場

リハビリテーション科
◆論文・症例報告
１）高柳賢、佐々木正詞、盛田麻恵、真木華恵、藤井秀人：Hip Joint Vol.38、DAAにおける全
人工股関節置換術後の脱臼リスクの検討、日本股関節学会、株式会社金芳堂、2012.8.10、
pp260-262
２）佐々木正詞、高柳賢、盛田麻恵、織田洋輔、藤井秀人：Hip Joint Vol.38、大腿骨頚部骨
折に対する人工骨頭置換術後の歩行能力-Direct anterior approach導入から3年の経過-、
日本股関節学会、株式会社金芳堂、2012.8.10、pp273-275
３）稲垣麻恵、織田洋輔、松下一紀、松波香苗、柴田 孝、堀江幸男：急性期脳卒中患者の誤
嚥性肺炎発生が早期離床に与える影響、富山県理学療法士会、みんなの理学療法、2013、
第25巻
◆学会報告
１）[ポスター]松下一紀、柴田 孝、藤本勝明、高岩亜輝子、堀江幸男：急性期脳出血患
者におけるfractional anisotropyを用いた運動麻痺の評価、stroke2013、2012.4.2628、福岡国際会議場 他
２）[口演]殿村友香、高岩亜輝子、内藤恵里加、松下一紀、岡本宗司：パソコン操作に困難を
生じた脳梗塞1例、第46回日本作業療法学会、2012.6.15-17、シーガイアコンベンションセ
ンター
３）[口演]平野ともえ、高岩亜輝子、堀江幸男、柴田 孝：左上肢に特異的な行為障害を呈し
た1症例、第46回日本作業療法学会、2012.6.15-17、シーガイアコンベンションセンター
４）[ポスター]織田洋輔、能登貴久、松下一紀、浦野啓子、松下優季、山本智美、五百崎
仁美、田畑麻友美、西森康博、広田順子、井内和幸：心臓リハビリテーションは再狭
窄の早期発見につながるか、第18回日本心臓リハビリテーション学会学術集会、2012.
7.14-15、大宮ソニックシティ
５）[ポスター]松下一紀、能登貴久、平野ともえ、織田洋輔、高岩亜輝子、浦野啓子、松
下優季、山本智美、五百崎仁美、田畑麻友美、西森康博、広田順子、井内和幸：狭心

症患者と急性冠症候群患者の認知機能、第18回日本心臓リハビリテーション学会学術
集会、2012.7.14-15、大宮ソニックシティ
６）[ポスター]稲垣麻恵、小中亮介、山本晃彦：当院における摂食・嚥下サポートチーム
での理学療法士の関わり、第17・18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学
術大会、2012.8.31-9.1、札幌市教育文化会館
７）[ポスター]山本晃彦：嚥下障害を呈した脳底動脈閉塞症に対して臨床症状から嚥下機
能を推測した1例、第17・18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会、
2012.8.31-9.1、札幌市教育文化会館
８）[ポスター]織田洋輔、能登貴久、松下一紀、五百崎仁美、浦野啓子、松下優季、山本
智美、田畑麻友美、西森康博、広田順子、井内和幸：血圧に対する心臓リハビリテー
ションの効果、第60回日本心臓病学会学術集会、2012.9.14-16、石川県立音楽堂・ANA
クラウンプラザホテル金沢・ホテル日航金沢・金沢市アートホール
９）[シンポジスト]山本晃彦：嚥下食と栄養士との連携について、第12回北陸言語聴覚学
術集会、2012.10.21、金沢医科大学
10）[ポスター]遠田謙信：多職種での介入により自宅退院が可能となった筋萎縮性側索硬
化症の1例、富山県理学療法士協会あすなろ研修、2013.2.10、滑川市民交流プラザ
11）[ポスター]高橋香織：関わり方を変化させたことでQOL向上が図れた終末期がん患者の
1例、第14回富山県作業療法学会、2013.2.24、サンシップとやま
◆ 講演会
１）[口演]織田洋輔：当院の心臓リハビリテーションの現状と課題、富山県理学療法士会北部
地区勉強会、2012.6.18、高志リハビリテーション病院、(対象)医療従事者
◆ その他
１）[口演]笹木菜奈未：右脳梗塞により失語症を呈した1例、富山県言語聴覚士会富山地区
勉強会、2012.6.1、いま泉病院、(対象)言語聴覚士
２）[口演]山本晃彦：右半球損傷により失語症状を呈した1例、北陸言語障害研究会、2012.
9.8、金沢大学
３）[口演]松下一紀、塚田健一郎、高橋香織、柳原照代、杉瀬 瞳、五十嵐諭二、場家豊
美、菓子井良郎：リハビリの介入によりQOLの向上が図れた1症例、富山緩和医療研究
会、2012.11.10、ラポール

栄養管理科
◆学会報告
１）[ポスター]竹之内弘美、舘盛朋子、高田和加子、坂口奈美子、山本晃彦：後方連携施設の
嚥下食の実態、第17・18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会、2012.8.
31-9.1、さっぽろ芸文館、札幌市教育文化会館、ロントン札幌、札幌プリンス国際館
◆その他
１）竹之内弘美：食事提供における事故(誤食等)を防ぐために～当病院の取り組みを通して～、
職域管理栄養士等研修会・給食管理関係者等研修会、2013.2.26、富山県中部厚生センタ
ー、(対象)給食施設の管理栄養士・栄養士・市町村行政栄養士(保育所・保健衛)
２）竹之内弘美：嚥下食について、第4回嚥下食を考える会、2013.3.1、研修ホール、(対象)
連携施設の摂食・嚥下障害者に関わる方

歯科
◆その他
１）坂口奈美子：歯科衛生士が行う機能的口腔ケアの実際、富山県歯科衛生士会卒後研修、20
12.7.8、富山県歯科保健医療総合センター、(対象)歯科衛生士
２）坂口奈美子：口腔機能を考えた口腔ケア、ビーンスターク・スノー(株)口腔ケア実技セミ
ナー、2012.7.29、サンフォルテ、(対象)医療関係者
３）坂口奈美子：口腔ケアの知識と実践、医師会看護研修会、2012.8.25、富山市医師会、(対
象)看護師
４）坂口奈美子：当院における摂食機能療法実施患者と歯科衛生士との関わり、第17・18回日
本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会、2012.9.1、ロントン札幌、(対象)学会参
加者
５）坂口奈美子：機能的口腔ケア、介護老人保健施設みどり苑NST口腔ケア研修会、2012.10.1
1、介護老人保健施設みどり苑、(対象)医療関係者
６）坂口奈美子：口腔機能を考えた口腔ケア、八尾総合病院口腔ケアセミナー、2012.11.14、
八尾総合病院、(対象)医療関係者
７）坂口奈美子：摂食・嚥下障害と歯科衛生士の関わり、日本歯科衛生士会認定講習、2012.1
2.2、厚生連高岡病院、(対象)歯科医師、歯科衛生士

