
平成２５年度 刊行論文・著書・学会発表等 

 

 

内 科 

◆ 論文・原著・総説・症例報告・その他 

1 ) 福田信之：心房細動患者に対する抗凝固療法の実態、Therapeutic Research 

  2013:34:702-703 

2 ）福田信之、井内和幸、稲尾杏子、能登貴久、野々村誠、三崎拓郎、名倉里織、 

  深原一晃：僧帽弁切迫崁頓により重症心不全を呈した巨大左房粘液腫の 1例 

  心臓 第 46巻 第 1号 P47-52, 2014 日本心臓財団・日本循環器学会発行 

◆ 学会報告 

1 )［口演］福田信之、小野田寛、大原一将、野々村誠、井内和幸：早期ステント血栓症 

  を繰り返した CYP2C19 機能喪失遺伝子多型の一例、第 126回日本循環器学会北陸地方 

  会 2013.6.16 金沢医科大学病院 

2 ）［口演］大原麻衣子、供田文宏、杉森弘子、市川久美、小池 勤、鍵谷聡志、藤岡勇人、 

  水谷南美、井上 博、菅原秀徳、平田 仁、松本三千夫、高林大輔、小西啓子、 

  林 健志：血液透析患者における甲状腺機能と大血管の硬化度との関係、第 58回 

  日本透析医学会学術集会・総会、2013.6.21-23 福岡 

3 ）［ポスター］小池 勤、供田文宏、滝 知彦、山崎秀憲、鍵谷聡志、井上 博、 

中村國男、平田 仁、松本三千夫、高林大輔、小西啓子、林 健志：血液透析患者の

酸化ストレスと大動脈硬化に及ぼす L-カルニチン長期間投薬の影響、第 58 回日本  

透析医学会学術集会・総会、2013.6.21-23 福岡 

4 ）［ポスター］杉本欣之、古澤祐介、松本三千夫、渋谷省吾、加藤智代、黒木則子、後藤

真紀、吉田順子：カプラ専用洗浄剤と酸系洗浄剤の特性比較、第 58 回日本透析医学会

学術集会・総会、2013.3.21-23 福岡 

5 ）［ポスター］吉田順子、黒木則子、加藤智代、松本三千夫：ATP測定器を用いた 

シャント肢自己管理への取り組み、第 58 回日本透析医学会学術集会・総会、

2013.6.21-23 福岡 

6 )［ポスター］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 4例 

  第 22回 CVIT 2013.7.13 神戸 

7 )［口演］野々村誠：低体温に伴ったたこつぼ心筋症の 1例、第 221回内科学会北陸 

  地方会 2013.9.1 金沢 

8 )［ポスター］塚田健一郎、植田 亮、細川 歩、吉田啓紀、三原 弘、安藤孝将、 

  藤 浪斗、梶浦新也、西川 潤、西水敏准、岩本真也、菓子井良郎、杉山敏郎： 

  腹膜播種による腹水または水腎症を有する胃癌に対する S-1/Docetaxel療法の検討、 

  日本消化器内視鏡学会 2013.10.10 品川プリンスホテル 



9 )［ポスター］岩本真也、塚田健一郎、西水俊准、菓子井良郎：エソメプラゾールを用い 

  た H.pylori一次除菌療法の検討、第 21回日本消化器関連学会週間、2013.10.9-12 

  JDDW 2013 TOKYO グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール グランドプリン 

  スホテル高輪 品川プリンスホテル 

10)［ポスター］Nobuyuki Fukuda, Hiroshi Onoda, Kazumasa Ohara, Makoto Nonomura, 

    Kazuyuki Iuchi: Underuse of warfarin therapy is improved by new oral 

antithrombotic agents in clinical practice. 第 78回日本循環器学会学術集会、 

  2014.3.21 東京国際フォーラム 

◆ 講演会 

1 ) 福田信之、小野田寛、大原一将、野々村誠、井内和幸：早期ステント血栓症を繰り返

した一例、第 33回富山 PTCA研究会 2013.5.11 ボルファートとやま 

2 ) 松本三千夫：『CKDと糖尿病治療について』 2013.9.17  ANAクラウンプラザホテル 

富山 3F ASUKA 

3 ) 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 4例、第 27回北陸 PTCA 

  研究会 2013.7.20 金沢 

4 ) 野々村誠：SFA long stent全長の閉塞に再 EVTを行った 1例、第 2回 Toyama PTA ＆ 

  Surgery Collaboration 2013.11.16 富山 

5 ) 福田信之：心房細動塞栓症予防の現状-当院の実態から-、富山県女性薬剤師会学術 

  講演会、2013.12.8 富山電気ビルディング 

6 ) 福田信之：重症肺高血圧症患者様のケアについて エポプロステノール使用施設から

の報告、重症肺高血圧症治療と患者様のケアを考える会、2014.1.17 ANA クラウンプ

ラザホテル富山 

7 ) 野々村誠：虚血性心疾患最近の動向、第 3回 疾患連携カンファレンス、        

2014.1.28 富山 

8 ) 福田信之：当院における循環器内科医および非循環器内科医による AF抗凝固療法の 

  現状、第一回 Circulation Meeting in Toyama、2014.2.14 ボルファートとやま 

9 ) 野々村誠：PCIライブコメンテーター、KCC 2014、2014.3.15 金沢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小児科 

◆ 論文・原著・総説・症例報告・その他 

1 ) 種市尋宙、小西道雄、五十嵐登、金田 尚、松倉裕喜、小倉一将、黒田文人、谷内江 

  昭宏、宮脇利男：富山を中心とした生肉起因の腸管出血性大腸菌 O111集団感染、日本 

  小児科学会雑誌 Vo1.117,No.9,1409-1415,September2013 

2 ) Ishida K,Fukao M,Watanabe H,Taguchi M,Miyawaki T,Matsukura H,Uemura O,Zhang Z, 

    Unadkat JD,Hashimoto Y. 

    Effect or salt intake on bioavailability of mizoribine in healthy Japanese males 

    Drug Metab Pharmacokinet.2013:28(1):75-80. 

◆ 学会報告 

1 )［ポスター］松倉裕喜、宮 一也、長森万里子：耐糖能異常、腎囊胞、染色体異常を 

  伴う Dandy-Walker variantの女児例、第 48回日本小児腎臓病学会学術集会 

  2013.6.29 徳島 

 

 

外科 

◆ 学会報告 

1 )［ポスター］坂東 正、堀 亮太、山﨑一磨、清水哲朗、塚田一博：膵頭十二指腸 

  切除術における消化管再建の検討、第 113回日本外科学会定期学術集会、2013.4.12 

  福岡 

2 )［ポスター］坂東 正、堀 亮太、山﨑一磨、清水哲朗、岩本真也、塚田一博：幽門 

  輪温存膵頭十二指腸切除術の術前上部消化管内視鏡検査で発見され術後に内視鏡的 

  切除を施行した胃癌の 2例、第 85回日本消化器内視鏡学会総会、2013.5.10 京都 

3 )［要望演題］坂東 正、堀 亮太、塚田一博：Stage Ⅰ浸潤性膵管癌術後残膵重複癌 

  の 1切除例、第 24回日本肝胆膵外科学会・学術集会、2013.6.14 宇都宮 

4 )［口演］清水哲朗、堀 亮太、山﨑一磨、坂東 正、島多勝夫：3D-CTによる乳癌術 

  前診断能の検討、第 21回日本乳癌学会学術総会、2013.6.27 浜松 

5 )［要望演題］坂東 正、堀 亮太、山﨑一磨、清水哲朗、塚田一博：幽門輪温存膵頭 

  十二指腸切除術の再建における十二指腸空腸吻合に関する長期成績の検討：第 68回 

  日本消化器外科学会総会、2013.7.19 宮崎 

6 )［ポスター］坂東 正、塚田一博：Stage Ⅰ浸潤性膵管癌の 2例、第 44回日本膵臓 

  学会大会、2013.7.25 仙台 

7 )［ポスター］三輪武史、坂東 正、塚田一博：下行結腸癌に対する緩和的大腸ステント 

  挿入後、最終的に結腸切除術を要した 1例、第 51回日本癌治療学会総会、2013.10.24 

  京都 

8 )［ポスター］坂東 正、三輪武史、湯口 卓、塚田一博：2 回の緩和手術を施行し比較



的良好な QOLが得られた浸潤性膵管癌術後腹膜播種再発の 1例、第 51 回日本癌治療 

学会総会、2013.10.25 京都 

9 )［ポスター］清水哲郎、三輪武史、湯口 卓、坂東 正、野崎春奈、山本由利子、和田 

  望未：一次検診でカテゴリー3石灰化と判定された二次検診受診者の検討、第 23回 

  日本乳癌検診学会学術総会、2013.11.9 東京 

10)［ポスター］三輪武史、湯口 卓、坂東 正、清水哲朗、塚田一博：腹腔内遊離ガス、 

  門脈ガス血症を認め開腹手術を施行した膀胱破裂一例、第 75回日本臨床外科学会総会 

  2013.11.21 名古屋 

11)［口演］湯口 卓、三輪武史、坂東 正、清水哲郎、塚田一博：結腸憩室出血のため 

  緊急手術となった 2症例、第 75回 日本臨床外科学会総会 2013.11.22 名古屋 

12)［口演］坂東 正、三輪武史、湯口 卓、清水哲朗、塚田一博：横隔膜下腹部食道気管 

  支原性前腸囊胞の 1例、第 75回日本臨床外科学会総会、2013.11.23 名古屋 

13)［口演］湯口 卓、坂東 正、三輪武史、清水哲朗、西水俊准、野村祐介、塚田健一郎 

  岩本真也、菓子井良郎：経鼻上部消化管内視鏡症例の検討、第 102 回 日本消化器内

視鏡学会 北陸支部例会 2013.11.24 金沢市 

◆ 講演会 

1 ) 清水哲朗：救急医療における感染対策、救急事例検討会、2013.10.10 富山 

2 ) 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 

  2013.11.2 富山 

3 ) 清水哲朗：ガイドラインに基づいた胃癌化学療法、薬薬連携 Small Lecture Meetig 

2013.11.12 富山 

 

 

整形外科 

◆ 論 文 

1 ）藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠：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リスクのある子を探すには- 中部整災誌 56:347-348, 2013 

2 ）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 Bosworth骨

折の 2例、骨折 35:497-501, 2013 

3 ）藤井秀人：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-、Hip Joint 39:454-458, 2013 

4 ）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-、人工関節学会誌 43:227-228, 2013 

5 ）豊田 誠、藤井秀人、吉田 晃、沼田仁彬：Direct anterior approach による人工骨

頭置換術野術前計画におけるレントゲン撮影の工夫、人工関節学会  43:507-508,2013 



◆ 学会報告 

1 ）［口演］藤井秀人、沼田仁彬、吉田 晃、豊田 誠：少年野球肘外来を開設した効果 

  -地方での野球肘診療の現状-、第 39回 日本整形外科スポーツ医学会 2012.9.13-14 

  名古屋 

2 ）［口演］藤井秀人：Personalized Patient Care(Signature)を用いた TKA CTベース 

  での当院の経験、Signature users meeting 2013.4.6 東京 

3 ）［口演］沼田仁彬、藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠：Personalized Patient Care  

(Signature)を用いた TKAにおける術後冠状面のアライメント評価、第 194回 北陸整

形外科集談会 2013.5.12 富山 

4 ）［口演］藤井秀人、沼田仁彬、吉田 晃、豊田 誠：Personalized Patient Care 

   (Signature)を用いた TKA における術後冠状面のアライメント評価、5th.JOSKAS 

2013.6.20-22 札幌 

5 ）［口演］藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠、沼田仁彬：人工関節会社が提供する患者教育

プログラム(Rapid Recovery Program)の効果 -治療効果と患者満足度の向上を目指し

て-、第 41回 北陸リウマチ関節外科研究会 2013.7.14 金沢 

6 ）［口演］藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠、沼田仁彬：大腿骨頚部骨折に対する Direct 

anterior approach による人工股関節置換術の経験、第 40回 日本股関節学会 

2013.11.29-30 広島 

7 ）［ポスター］藤井秀人、稲見美津代、橋本佳子、高利仁子：ラピットリカバリープログ

ラム(RRP)導入に対する患者アンケートでの実態調査、第 40回 日本股関節学会 

2013.11.29-30 広島 

8 ）［口演］藤井秀人、吉田 晃、豊田 誠、中西 章：少年野球肘外来を開設した効果 

  -地方での野球肘診療の現状-、第 196回 北陸整形外科集談会 2013.12.1 金沢 

9 ）［口演］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、岩永健志：Vanguard CR 人工膝関節で屈曲タ

イト時に行ったPCLへのpie crust の経験、第44回 日本人工関節学会 2014.2.21-22 

沖縄 

10）［ポスター］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、岩永健志：人工関節会社が提供する患者

教育プログラム(Rapid Recovery Program)の効果 -治療効果と患者満足度の向上を 

目指して-、第 44 回 日本人工関節学会 2014.2.21-22 沖縄 

◆ 講演会 

1 ）藤井秀人：高齢者の膝の痛み、済生会富山病院講演会、2013.11.2 当院研修ホール 

2 ）藤井秀人：スポーツ障害とその予防について、2013.11.14 三成中学校 

 

 

 

 



脳神経外科 

◆ 論文・原著・総説・症例報告・その他 

1 ）久保道也：脳底静脈の解剖 -静脈吻合路から見た深部静脈- 第 7回ニッチ脳神経 

脈管カンファレンス NNACテキスト：20-27, 2013 

2 ）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以降部 dAVFの 1例 脳卒中の外科  

41：281-284、2013 

3 ）久保道也：済生会富山病院における見学おすすめポイント。人を診る力は富山県/ 

富山県臨床研修病院協議会情報誌 Vol.9+10. P.7, 2013 

4 ）柴田 孝、野村忠雄、浦田彰夫、吉野 修、砂原伸行、糸川知加子、堀田 啓、山本

津与志、山本浩二、萩原裕香里：高次脳機能障害者本人・家族間の awareness       

gap-PCRS(Patient CompetencyRating Scale)を用いた検討- 

厚生労働科学研究費補助金 こころの健康科学研究事業 平成 25年度総括研究報告書 

5 ）久保道也：新・コイリングの工夫：クリッピング後再発脳動脈瘤に対するコイリング 

脳神経外科速報 24, 154-160, 2014 

◆ 学会報告 

1 ）［口演］岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、堀江幸男、 

桑山直也、黒田 敏：脊髄硬膜動静脈瘻に対する塞栓術の工夫、第 39 回 日本脳神経 

血管内治療学会 中部地方会 2013.4.6 名古屋 

2 ）［口演］林 智秀、久保道也、岡本宗司、松村内久、堀恵美子、柴田 孝、堀江幸男、 

  谷真理子、桑山直也、黒田 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 84回 日本脳神経外科学会中部支部学術集会 2013.4.20   

三重・津 

3 ）［口演］久保道也：脳底静脈の解剖 -静脈吻合路から見た深部静脈-、第 7回 ニッチ

脳神経脈管カンファレンス 2013.5.25 大阪 

4 ）［口演］堀 聡、久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、堀江幸男：急性期頭蓋内

内頚動脈閉塞症 (T-type) に対する急性期血行再建術、第 7回 MEET THE EXPERT For 

Neuroendvascular Therapy In Toyama 

5 ）［口演］久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、堀江幸男： 

大脳半球白質における脳循環評価の可能性と問題点、第 16回 千里浜脳循環代謝 

カンファレンス 2013.6.22 金沢 

6 ）［口演］柴田 孝、浦田彰夫、吉野 修、野村忠雄：高次脳機能障害者における一般 

就労とウェクスラー記憶検査の下位項目との関係、第 50回 日本リハビリテーション 

医学会学術集会 2013.6.13 東京 

7 ）［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 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、 

脳ドック 2013.6.21 仙台 

8 ）［口演］久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、堀江幸男、 

  桑山直也、黒田 敏：塞栓術を行った前頭蓋窩硬膜動静脈瘻の一例 ～発生学的視点 

  をいかに臨床に役立てるか～、第 88回 富山県脳神経外科医会 2013.7.10 

9 ）［口演］岡本宗司、久保道也、林 智秀、堀 聡、堀恵美子、柴田 孝、堀江幸男、 

  桑山直也、黒田 敏：CAS施行 3.5ヶ月後に症候性再狭窄を呈した頚部内頚動脈狭窄症 

  の一例、第 40回 日本脳神経血管内治療学会 中部地方会 2013.8.3 金沢 

10）［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 敏、 

  田中美枝子、今城 郁、松﨑晴康、朝田 隆：頸動脈狭窄症による血管性認知障害- 

  NATと認知機能との関係性-、第５回 臨床脳電位研究会学術大会 2013.9.28 東邦 

大学医学部医療センター大森病院 

11）［ポスター］堀恵美子、久保道也、岡本宗司、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、堀江幸男、 

  松村内久、黒田 敏：当院における未破裂前交通動脈瘤の自然歴、第 72回 日本脳 

神経外科学会 2013.10.16-18 横浜 

12）［ポスター］堀 聡、久保道也、林 智秀、柴田 孝、堀恵美子、岡本宗司、松村内久、 

  堀江幸男、黒田 敏、遠藤俊郎：ヘモジデリンスポットの総数と増加は脳卒中の再発

と関連している、第 72回 日本脳神経外科学会 2013.10.16-18 横浜 

13）［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 敏、 

  田中美枝子、今城 郁、松﨑晴康、朝田 隆：頸動脈狭窄症による軽度認知障害に 

おける定量的脳波解析と Mini Mental State Examination (MMSE) との関連、第 72回  

日本脳神経外科学会 2013.10.16-18 横浜 

14）［ポスター］岡本宗司、久保道也、林 智秀、堀 聡、堀恵美子、柴田 孝、堀江幸男、 

  秋岡直樹、桑山直也、黒田 敏：頚動脈ステント留置術後に再治療を要する再狭窄症

例の検討、第 29回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 2013.11.21-23  

新潟 

15）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、林 智秀、堀 聡、堀恵美子、柴田 孝、 

  堀江幸男、黒田 敏：血栓化が影響を与えた硬膜動静脈瘻症例の検討 -流出路の血栓

化が病態による血行動態および病態の変化とその治療-、第 29回 NPO法人日本脳神経

血管内治療学会学術総会 2013.11.21-23 新潟 

16）［ポスター］久保道也、桑山直也、岡本宗司、林 智秀、堀 聡、堀恵美子、柴田 孝、 

  堀江幸男、黒田 敏：脳動脈瘤塞栓術における one-shot(3cc) road-mapping の有用性 

  第 29回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 2013.11.21-23 新潟 

17）［教育セミナー］久保道也：D-AVFに対する血管内治療の基本と血管解剖、第 29回 NPO

法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 2013.11.21-23 新潟 

18）［口演］岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、堀江幸男、 



  桑山直也、黒田 敏：ステント併用コイル塞栓術を施行した解離性内頚動脈瘤の一例、 

  第 22回 北陸 IVNR研究会 2014.1.11 金沢 

19）［口演］堀恵美子、久保道也、堀江幸男、松村内久、黒田 敏：当院における未破裂 

前交通動脈瘤の自然歴、第 19回 日本脳神経外科救急学会 2014.1.11-12 富山 

20）［口演］堀 聡、久保道也、堀江幸男、黒田 敏、遠藤俊郎：ヘモジデリンスポットの

総数と増加は脳卒中の再発と関連している、第 19 回 日本脳神経外科救急学会 

2014.1.11-12 富山 

21）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、 

  堀江幸男、秋岡直樹、黒田 敏：蝶形頭頂静脈洞(sphenoparietal sinus)にシャント

病変を有する硬膜動静脈瘻症例、Stroke 2014 2014.3.13-15 大阪 

22）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、 

  堀江幸男、黒田 敏：抗血栓療法中に発症した脳出血の特徴-富山医療圏にはなぜ 

脳出血が多いのか-、Stroke 2014 2014.3.13-15 大阪 

23）［ポスター］林 智秀、秋岡直樹、柏崎大奈、桑山直也、黒田 敏：特発性血小板減少

症を合併したもやもや病の 1例、Stroke 2014 2014.3.13-15 大阪 

24）［口演］堀恵美子、久保道也、岡本宗司、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、堀江幸男、 

  松村内久、黒田 敏：当院における未破裂前交通動脈瘤の自然歴、Stroke 2014 

2014.3.13-15 大阪 

25）［口演］堀恵美子、早川由美子、林 智秀、堀 聡、岡本宗司、柴田 孝、久保道也、 

  堀江幸男、黒田康勝、出澤真里、黒田 敏：急性期脳梗塞患者における末梢血多能性

幹細胞（MUSE細胞）の動態、Stroke 2014 2014.3.13-15 大阪 

26）［口演］堀 聡、秋岡直樹、柏崎大奈、濱田秀雄、林 智秀、堀恵美子、堀江幸男、 

  黒田 敏：もやもや病に対するバイパス術における中硬膜動脈の解剖と温存方法、 

  Stroke 2014 2014.3.13-15 大阪 

27）［口演］堀 聡、堀恵美子、林 智秀、柴田 孝、岡本宗司、松村内久、久保道也、 

  堀江幸男、黒田 敏、遠藤俊郎：多発脳動脈瘤および前交通動脈瘤は追跡中に高率に

増大する、Stroke 2014 2014.3.13-15 大阪 

28）［口演］堀 聡、久保道也、林 智秀、柴田 孝、堀恵美子、岡本宗司、松村内久、 

  堀江幸男、黒田 敏、遠藤俊郎：ヘモジデリンスポットの総数と増加は脳卒中の再発

と関連している、Stroke 2014 2014.3.13-15 大阪 

29）［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：頸動脈狭窄症による軽度認知障害に 

おける定量的脳波解析と神経心理検査との関連、Stroke 2014 2014.3.13-15 大阪 

 

 

 



◆ 講演会（院外） 

1 ）久保道也：嚥下の視点で考える 脳卒中患者の薬剤投与、呉西地区薬剤師学術講演会 

  2013.6.24 高岡 

2 ）久保道也：家庭血圧測定の重要性 -仮面高血圧診療の実際 脳血管の観点から- 

   日本医師会生涯教育協力講座セミナー 2013.10.6 富山県医師会館 

3 ）久保道也：くも膜下出血の予防と最新治療、第 7回 脳卒中市民公開講座 脳卒中は 

ごめんだ：2013.11.30 富山市 

◆講演会（院内） 

1 ) 久保道也：深部静脈血栓症の予防と早期発見の重要性、済生会富山病院 新人看護師

研修講義、2013.6.19 

2 ) 堀恵美子、久保道也、岡本宗司、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、堀江幸男：危険な 

  頭痛と脳神経疾患-出血性病変の観点から-、済生会富山病院病診連携の会、2013.8.27 

◆ 記事掲載・TV放映・インターネット記事掲載等 

1 ）得意を伸ばす病院：脳卒中治療数ランキング 全国第 42位、（2013.5.1 号 週間 

ダイヤモンド臨時増刊号『頼れる病院』：ダイヤモンド社） 

2 ）第 6回 済生会富山病院脳卒中合宿セミナー、（2013.7.7 北日本新聞、富山新聞） 

3 ）『かくれ脳梗塞』：2013.6.4 18：15 BBT富山テレビ：スーパーニュース 

 

 

泌尿器科 

◆ 学会報告 

1 )［口演］中山あい子、近村厚子、近江和子、風間泰蔵、木村仁美：脳卒中センターで 

  膀胱留置カテーテルが挿入され、抜去できずに退院となった患者の検討、第 26回 北陸 

  排尿障害研究会、2013.7.7 ホテル金沢 

 

 

耳鼻咽喉科 

◆ 論文 

1 ) 木村 寛、塚田健一郎：耳介軟骨炎を主徴とした本邦の再発性多発軟骨炎症例の 

文献的検討、耳鼻と臨床 59巻 10～16頁、2013 

2 ) 木村 寛、安藤孝将、菓子井良郎：長さ 1ｍの食道異物症例、耳鼻咽喉科・頭頸部 

外科 85巻 517～519頁、2013 

 

 

 

 



歯科口腔外科 

◆ 学会報告 

1 )［ポスター］津野宏彰、野口 誠、能登善弘、冨原 圭、井上さやか、新井直也： 

  ヒト乾燥羊膜の口蓋裂手術への効果、第 37回日本口蓋裂学会総会・学術大会 

  2013.5.31 佐賀 

2 )［口演］津野宏彰、野口 誠、松本三千夫、立浪秀剛、佐渡忠司：外来通院患者の 

  潜在的全身リスクの検討-健診結果からの推察-、第 17回日本顎顔面インプラント 

  学会学術大会、2013.12.1 東京 

 

 

看護部 

◆ 学会報告 

1 )［口演］三輪恵里：文献から看護倫理教育プログラム作成を試みる、日本看護倫理 

  学会、第 6回年次大会、2013.6.8-9 鹿児島 

2 )［口演］三輪恵里：全体像を捉えた統合アセスメントができる教育者の育成に向けた 

  取り組み、第 19回日本看護診断学会学術大会、2013.6.22-23 旭川 

3 )［ポスター］吉田順子：AMP+ATP測定器を用いたシャント肢自己管理への取り組み、 

  日本透析医学会学術集会、2013.6.21-23 福岡 

4 )［口演］中山あい子、風間泰蔵、木村仁美、近村厚子、近江和子：脳卒中センターで 

  膀胱留置カテーテルが挿入され抜去できずに退院となった患者の検討、第 26回北陸 

  排尿障害研究会、2013.7.7 金沢 

5 )［口演］三輪恵里：キャリア開発に対する臨床看護師の意識調査、第 17回日本看護 

管理学会学術集会、2013.8.24-25 東京 

6 )［ポスター］中山あい子：脳卒中センターで膀胱留置カテーテルが挿入され抜去できず 

  に退院となった患者の検討、第 40回日本脳神経看護研究学会、2013.9.12 岐阜 

7 )［ポスター］馬場彰一：NIHSSテンプレート作成の取り組み（電子カルテ入力の統一 ） 

  第 40回日本脳神経看護研究学会、2013.9.12 岐阜 

8 )［口演］浅尾智子：転倒転落予防フロシートを活用して～転倒転落ワーキンググループ 

  の取り組み～、第 40回日本脳神経看護研究学会、2013.9.12 岐阜 

9 )［口演］小寺絵理、佐伯嘉奈美、沖本真由子：「患者が大切にされている」と終末期 

患者家族が感じる看護、第 44回日本看護学会成人看護Ⅱ学術集会、2013.10.3-4  

秋田 

10)［ポスター］吉田順子：透析看護「病棟看護師を対象とした透析勉強会の有効性の 

  検討」、日本腎不全看護学会学術集会、2013.11.16-17 横浜 

11)［口演］三輪恵里：「看護研究の教育活動への思いと A県看護研究学会への要望」、 

  第 25回富山県看護研究学会、2013.12.7 富山 



12)［口演］横井よしみ：アンダートリアージ発生要因の検証、第 25回富山県看護研究 

  学会、2013.12.7 富山 

13)［口演］三輪恵里：「院内留学を終えた看護師の学び」、第 27回日本看護研究学会 

  近畿・北陸地方会学術集会、2014.3.1 大阪 

14)［口演］千田昌代：下痢症状患者のサーベイランスの実施と感染予防対策の指導、 

  第 29回日本環境感染学会、2014.2.14-15 東京 

15)［口演］菅野陽子：「ドレナージ管理中の早期離床・オープンアップドレナージ方式に 

  よる座位確保の安全性と有効性」、日本脳神経外科学会、2014.3.13-15 大阪 

 

 

放射線技術科 

◆ 学会報告 

1 ）［口演］平野貴大、高橋亮次、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、富山県診療放射線技師会総会、

2013.5.25 富山第一ホテル 

2 ）［口演］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、富山県診療放射線技師会総会、2013.5.25 富山第一ホテル 

3 ）［ポスター］藤本勝明：条件付き MRI対応植込み型心臓ペースメーカ患者の MRI検査 

  経験、第 41回 日本磁気共鳴医学会大会、2013.9.18-21 徳島県徳島市 アクティと

くしま 

4 ）［口演］上田周平、松井幹夫、千代勇気、渡邊篤史、山本由利子：放射線検査のコミュ

ニケーション 第 1報～聴覚障害患者さんへの対応～、第 29回 日本診療放射線技師

学術大会、2013.9.20-22 島根県島根市 島根県民会館サンラポーむらくも 

5 ）［口演］千代勇気、上田周平、山本由利子、松井幹夫：放射線検査のコミュニケーショ

ン 第 2報～外国人患者さんへの対応～、第 29回 日本診療放射線技師学術大会、

2013.9.20-22 島根県島根市 島根県民会館サンラポーむらくも 

6 ）［口演］野崎春奈、山本由利子、和田望未、清水哲朗、松井幹夫：当院におけるマンモ

グラフィ検診の成績と FADの判定基準の検討、第 23回 乳がん検診学会、2013.11.8-9 

  東京 京王プラザホテル 

7 ）［口演］五十嵐 進：CT/SPECT心臓フュージョン症例、第 5回 循環器核医学症例検討

会、2014.1.31 済生会富山病院 

8 ）［口演］野崎春奈：320列 CT Aquilion ONEを使用した心臓検査について、第 5回 

循環器核医学症例検討会、2014.1.31 済生会富山病院 

9 ）［口演］千代勇気、山本由利子、渡邊篤史、上田周平（QCサークル バイリンガルにな

りたい）：放射線検査のコミュニケーション ～外国人・聴覚障害患者さんへの対応～、

第 15回フォーラム「医療の改善活動」全国大会、2013.11.9-10 大阪市立大学 



臨床検査科 

◆講演会 

1 ) 山本富夫：「各医療機関の輸血業務」について、平成 25年度富山県輸血懇話会業務 

  連絡会、2013.7.4 富山県赤十字血液センター 3F会議室 

2 ) 山本富夫、清水哲朗、千田昌代、深川 裕、（感染対策チーム）：血液培養 2セット 

採血法の現状、第 34 回富山県感染対策研究会、2014.3.15 富山大学杉谷キャンパス 

大講義室 

 

 

病理検査科 

◆ 学会報告 

1 )［ポスター］Yosuke Tajika, Yukie Asakura, Maiko Miyakawa, Hiroyoshi Yuki, Koichi 

Tsuneyama, Johji Imura： DETERMINATION OF THE OPTIMAL FIXATION 

METHOD FOR CELL BLOCK PREPARATIONS FROM LIQUID CYTOLOGY 

SPECIMENS、18 th INTERNATIONAL CONGRESS OF CYTOLOGY,Palais des 

Congres Paris,France 2013.5.26-30 

2 )［ポスター］田近洋介、浅倉ゆきえ、宮川舞子、常山幸一、井村穣二：細胞診材料から 

  のセルブロック検体に対する至適固定方法の検討、第 102回 日本病理学会総会、 

  2013.6-8 ロイトン札幌、さっぽろ芸文館 

3 )［ポスター］田近洋介、折田 恵、浅倉ゆきえ、常山幸一、松村和明、井村穣二： 

  ポリリジン誘導体凍結保存液を用いた細胞保存と細胞診への応用、第 52回 日本臨床 

  細胞学会秋期大会、2013.11.2-3 大阪国際会議場 

4 )［口演］田近洋介、折田 恵、浅倉ゆきえ：腸管スピロヘータ症 intestinal spirochtosis 

  の一例、第 26回 日本性感染症学会学術大会、2013.11.16-17 長良川国際会議場 

5 )［口演］田近洋介、折田 恵、浅倉ゆきえ、坂東 正、清水哲朗、結城浩良、井村穣二： 

  胆嚢原発腺内分泌細胞癌の一例、第 31回 日本臨床細胞学会富山県支部総会、学術８ 

  集会、2014.2.15 富山県民会館 

 

 

リハビリテーション科 

◆ 論文・原著・総説 

1 ）織田洋輔：みんなの理学療法、理学療法士の増加と若年化、富山県理学療法士会、 

2014.2 とびら（1ページ目） 

 

 

 



◆ 学会報告 

1 ）［口演］佐々木正詞、高柳 賢、小中亮介、織田洋輔、藤井秀人：人工膝関節全置換術 

  後の感染により再置換まで半年間を要した症例に対する理学療法経験-膝伸展機構の

再構築と歩行の獲得-、第 5回 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会、2013.6.20-22

札幌コンベンションセンター・札幌市産業振興センター 

2 ）［口演］小中亮介、佐々木正詞、高柳 賢、織田洋輔、藤井秀人：人工膝関節全置換術 

  における関節周囲多剤カクテル注入法の有用性-関節可動域と歩行獲得日数-、第 5 回 

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会、2013.6.20-22 札幌コンベンションセンタ

ー・札幌市産業振興センター 

3 ）［ポスター］殿村友香：パソコン操作に困難を生じた一例、第 37回 日本神経心理学

会総会、2013.9.12-13 札幌コンベンションセンター 

4 ）［ポスター］稲垣麻恵、織田洋輔、松下一紀、前川典子、今西信悟、井内和幸：呼吸サ

ポートチーム発足前後の理学療法処方件数について、第 23回 日本呼吸ケア・リハビ

リテーション学会学術集会、2013.10.10-11 東京ドームホテル、東京ドームシティ 

プリズムホール 

5 ）［口演］織田洋輔、稲垣麻恵、今西信悟、前川典子、中川夏輝、佐藤綾香、井内和幸：

有酸素運動による運動耐容能の効果、第 23回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学

会学術集会、2013.10.10.11、東京ドームホテル 東京ドームシティプリズムホール 

6 ）［口演］石橋香澄：左基底核の脳梗塞により評価・訓練に難渋した症例、富山地区言語

聴覚士協会、2014.2.8 シルバーケア今泉 

◆ 講演会 

1 ）［口演］織田洋輔、長山雅俊（榊原記念病院）、野々村誠、松下優季：心臓病ってなに？ 

  心臓病で気をつけることってなに？心臓リハビリってどう進めるの？「医の心」心臓

リハビリテーション、市民公開講座 心臓病と運動療法、2013.9.29 サンシップ富山 

2 ）［口演］佐々木正詞、高柳 賢、小中亮介、：膝の人工関節手術後のリハビリテーショ

ン、市民公開講座「ひざの健康講座～いくつになっても自立した生活を楽しむために

～」、2013.11.2 済生会富山病院 研修ホール 

◆ TV放映 

1 ）織田洋輔、野々村誠、大原一将、松下優季など：最新！心臓リハビリテーションの 

  現場から、2013.9.23-27 夕方の情報番組「You ドキッ！ たいむ」 

◆ その他 

1 ）［口演］山本晃彦：左被殻出血を呈した 1 例、北陸言語障害研究会、2013.10.12     

金沢大学 

 

  



歯科口腔外科 

◆ その他 

1 ) 坂口美奈子：機能的口腔ケアの実践、医師会看護研修会、2013.8.24 富山市医師会 

2 ) 坂口奈美子：機能的口腔ケアの基礎と実践、ティーアンドケー株式会社口腔ケア in 

   富山、2013.8.25 高岡ふれあい福祉センター 

3 ) 坂口奈美子：機能的口腔ケアの基礎と実践、ティーアンドケー株式会社口腔ケア in 

   富山、2013.9.8 協同組合富山問屋センター 

4 ) 坂口奈美子：口腔機能を考えた口腔ケア、障害者支援施設野積園研修会、 

   2014.2.12 野積園 


