
 

1-1 業績集（著書・論文・学会発表等） 

 

 

 

＜内科＞ 

◇症例報告 

（1）西川潤、細川歩＊、明石桃子＊、三原弘＊、南條宗八＊、吉田啓紀＊、安藤孝将＊、梶浦新也

＊、藤浪斗＊、杉山敏郎＊（富山大学医学部 第三内科＊）：抗 TNFα製剤投与により IgA血

管炎を発症したクローン病の 1例 日本消化器病学会雑誌 2015.112 巻 P1852-1857  

◇その他の執筆活動 

（1）Hosokawa Ayumu、Nishikawa Jun、Sugiyama Toshiro：Chemotherapy induced small bowel 

injury Internal Medicine 2016.55巻 P1023 

◇学会発表 

（1）［口演］伊藤みか、今西信悟：低血糖発作から汎下垂体機能低下症と診断され、肺癌の下

垂伊体転移が疑われた一例 第 26回日本老年医学会北陸地方会 2015.10.17 富山 

（2）［口演］伊藤みか、清水哲朗、朴木久恵＊、小清水由紀子＊、瀧川章子＊（富山大学医学部 

第一内科＊）：緩徐進行 1型糖尿病を合併し、甲状腺亜全摘術後に中枢性甲状腺機能低下症

が判明したバセドウ病の 1例 日本内分泌学会北陸支部学術集会 2015.11.14 富山 

 

＜小児科＞ 

◇学会発表 

（1）［ポスター］松倉裕喜、髙﨑麻美（富山大学医学部 小児科＊）：左下腿嚢胞腫瘤とステロ

イド依存症ネフローゼ症候群 第 50回日本小児腎臓病学術集会 2015.6.15 神戸 

 

＜外科＞ 

◇症例報告 

（1）大澤宗士、出村しおり、坂東正、清水哲朗、髙嶋祐介、元尾伊織、西川潤、岩本真也、菓

子井良郎、井村穣二、塚田一博：原発性十二指腸癌の 2 例 ENDOSCOPIC FORUM for 

digestive disease 2015.11 31巻 2号 Page186 

◇学会発表 

（1）［ポスター］坂東正、三輪武史、結城浩良、塚田一博、：大腸癌子宮転移の 1例 第 101回

日本消化器病学会総会 2015.4.24 仙台 

（2）［ポスター］坂東正、祐川健太、大澤宗士、清水哲朗、明石桃子、塚田健一郎、岩本真也、

菓子井良郎、塚田一博：健康診断の上部消化管検査に導入した経鼻内視鏡検査に関する

初期 1000例の検討 第 89回日本消化器内視鏡学会総会 2015.5.28 名古屋 



 

（3）［ポスター］祐川健太、大澤宗士、坂東正、清水哲朗、塚田一博：胆嚢摘出時に使用した

絹糸を核に発生した胆管結石の 1 例 第 27 回日本肝胆膵外科学会学術集会 2015.6.11 

東京 

（4）［ポスター］坂東正、塚田一博、井村穣二：胃癌術後に発症し診断に苦慮した膵腺房細胞

癌の 1切除例 第 46回日本膵臓学会大会 2015.6.20 名古屋 

（5）［要望演題］坂東正、祐川健太、大澤宗士、清水哲朗、塚田一博：高齢者の系統的肝切除

における幕内基準逸脱症例の検討 第 70回日本消化器外科学会総会 2015.7.17 浜松 

（6）［口演］眞鍋高宏、坂東正、三輪武史、清水哲朗、塚田一博：肝原発神経内分泌腫瘍の 1

切除例 第 70回日本消化器外科学会総会 2015.7.17 浜松 

（7）［口演］坂東正、祐川健太、大澤宗士、清水哲朗、塚田一博：ICG 値別幕内基準逸脱肝切

除例の検討 第 51回日本肝癌研究会 2015.7.23 神戸 

（8）［口演］坂東正、渋谷和人、塚田一博：超高齢者総胆管結石症に対する十二指腸吻合術の

意義 第 51回日本胆道学会学術集会 2015.9.18 宇都宮 

（9）［ポスター］坂東正、祐川健太、大澤宗士、清水哲朗、明石桃子、西川潤、岩本真也、菓

子井良郎、塚田一博：当院における経鼻上消化管内視鏡検査による胃がん検診 1 年間の

実績 JDDW2015 2015.10.8 東京 

（10）［ポスター］坂東正、塚田一博、井村穣二：十二指腸ファーター乳頭部癌術後経過観察中

に認めた肝細胞癌 第 53回日本癌治療学会総会 2015.10.31 京都 

（11）［ポスター］祐川健太、大澤宗士、坂東正、清水哲朗：巨大結腸憩室窃孔による急性汎発

生腹膜炎の 1例 第 77回日本臨床外科学会 2015.11.26-28 福岡 

（12）［口演］出村しおり、坂東正、祐川健太、大澤宗士、清水哲朗、塚田一博、井村穣二：肝

内胆管癌と鑑別困難であった慢性胆管周囲炎の１手術例 第 77 回日本臨床外科学会 

2015.11.26-28 福岡 

（13）［口演］坂東正、大澤宗士、塚田一博、井村穣二：腹腔鏡用手補助下脾臓摘出術（HALS）

を施行した sclerosing angiomatoid nodulartransformation（SANT）の 1例 第 28回日

本内視鏡外科学会総会 2015.12.11 大阪 

◇その他 

（1）清水哲朗、千田昌代、深川裕、山本富夫：ICTと抗菌薬適正使用 第 2回 Toyama infection 

Conference 2015.7.9 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 

2015.10.17 富山 

 

 

 

 



 

＜整形外科＞ 

◇原著 

（1）藤井秀人：Personalized Patient Care（Signature）を使用するメリットは大腿骨遠位端

骨切りのみである JOSKAS 40:310-311, 2015 

（2）藤井秀人：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－ 中部日本整

形外科災害外科学会雑誌 58：628, 2015 

（3）藤井秀人：大腿骨頚部骨折に対する Direct anterior approachによる人工骨頭置換術の

6年間のラーニングカーブ Hip Joint 41:283-286, 2015 

（4）藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明、松田匡司：大腿骨頚部骨折に対する Direct anterior 

approach による人工骨頭置換術のラーニングカーブ 中部日本整形外科 災害外科学会

雑誌 58:1011-1012, 2015 

◇症例報告 

（1）伊藤貴明、藤井秀人、吉田晃、松田匡司：長母指伸筋腱の骨折部嵌頓を伴った橈骨遠位端

骨折の 1例 整形・災害外科 59:243-245, 2016  

◇学会発表 

（1）［口演］藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明、松田匡司：大腿骨頚部骨折に対する Direct anterior 

approach による人工骨頭置換術のラーニングカーブ 第 124 回中部日本整形外科災害外

科学会 2015.4.10-11 金沢 

（2）［口演］藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明、松田匡司：Vanguard CR TKAにおける modified gap

法による伸展屈曲ギャップの調整 第 124 回中部日本整形外科災害外科学会 2015.4.10-

11 金沢 

（3）［口演］松田匡司、藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明：Zip サージカルスキンクロージャーの

使用経験－TKAでの比較－ 第 199回北陸整形外科集談会 2015.5.10 金沢 

（4）［口演］藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明、松田匡司：Vanguard CR TKAにおける内側のみを

合わせる modified gap法による伸展屈ギャップの調整 7th.JOSKAS 2015.6.18-20 札

幌 

（5）［口演］藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明、松田匡司：PS TKAにおける危険なポイント 第 43

回北陸リウマチ関節外科研究会 2015.7.26金沢 

（6）［口演］松田匡司、藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明：TKAにおける Zip サージカルスキン

クロージャーの追加検討 第 200回北陸整形外科集談会 2015.9.13 金沢 

（7）［口演］松田匡司、藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明：TKAにおける Zipサージカルスキンク

ロージャー®の使用経験 第 125回中部日本整形外科災害外科学会 2015.10.2-3 名古

屋 

（8）［口演］藤井秀人：大腿骨頚部骨折に対する Direct anterior approachによる人工骨頭

置換術の約 7年間、150例のラーニングカーブ 第 42回日本股関節学会 2015.10.30-



 

31大阪 

（9）［口演］吉田晃、藤井秀人、伊藤貴明、吉田幸男：上位腰椎疾患に対して症状の対側か

ら腰椎内視鏡の 2例 第 26回北陸脊椎脊髄外科研究会 2015.12.5富山 

（10）［口演］藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明、吉田幸男：CR TKAは伸展>屈曲ギャップなの

か？－Vanguard CRにおける内側のみを合わせる modified gap法での検討－ 第 46回

日本人工関節学会 2016.2.26-27 大阪 

（11）［ポスター］藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明、吉田幸男、松田匡司＊（富山大学医学部 脳

神経外科＊）：新たな創閉鎖方法“Zipサージカルスキンクロージャー®”の TKAにおける

使用経験 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.26-27 大阪 

（12）［口演］藤井秀人、吉田晃、伊藤貴明、吉田幸男：ACL, PCL を温存する TKA、Vanguard 

XPの使用経験 第 201回北陸整形外科集談会 2016.3.13 富山 

◇講演会 

（1）藤井秀人：高齢者の膝の痛み－なぜ痛くなるのか、手術をしない治療から、内視鏡手術、

骨切り術、人工関節置換術まで－ 済生会富山病院合同市民公開講座 2015.11.23 ボ

ルファート富山 

（2）藤井秀人：私が PSから CRに変更した理由 第 8回愛知 CR研究会 2016.3.25 名古屋 

◇その他 

（1）［講演会主催］金沢大学整形外科教授 土屋弘行：整形外科のかがやき 済生会富山病院

地域連携の会 2015.11.12 富山 

 

＜脳神経外科＞ 

◇著書 

（1）久保道也：後頭蓋窩静脈と深部静脈 松丸祐司編. Surgical Neuroangiography. 2015. 

75-98 

◇監修＋巻頭言 

（1）久保道也：ブレインナーシング 2016 号夏季増刊号 久保道也監修. 脳神経外科看護力

UPドリル. 2015. 3 

◇その他の執筆活動 

（1）堀恵美子：頚部頚動脈狭窄症 久保道也監修. ブレインナーシング 2016 号夏季増刊号 

脳神経外科看護力 UPドリル. 2015. 3 

（2）梅村公子：脳梗塞 久保道也監修. ブレインナーシング 2016号夏季増刊号 脳神経外科

看護力 UPドリル 2015. 3 

（3）柴田孝：意識消失を伴った脳卒中後のてんかん－てんかんと失神の鑑別を中心に－ 富

山市医師会報第 537号 

 



 

◇学会発表 

（1）［口演］堀恵美子、梅村公子、久保道也、岡本宗司、柴田孝、堀江幸男、高正圭＊、柏崎大

奈＊、秋岡直樹＊、黒田敏＊（富山大学医学部 脳神経外科＊）：脳動脈瘤の CFD解析－動脈

瘤壁の菲薄部と増大例の特徴－ 第 24回 CNTT 2015.4.4-5 大阪 

（2）［口演］久保道也、桑山直也＊、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、黒田

敏＊（富山大学医学部 脳神経外科＊）：中頭蓋窩移行部にシャントを有するテント部硬膜

動静脈瘻の一例 第 43回日本脳神経血管内治療学会 中部地方会 2015.4.11 名古屋 

（3）［口演］堀恵美子、久保道也、梅村公子、岡本宗司、柴田孝、堀江幸男、蔭山昌成、黒田

敏＊（富山大学医学部 脳神経外科＊）：腹部血管に動脈瘤を認めたくも膜下出血の 2 例 

第 88回日本脳神経外科学会中部支部学術集会 2015.4.25 金沢 

（4）［Ｅポスター］Department of Neurosurgery, Stroke center, Saiseikai Toyama hospi

tal Department of Neurosurgery, University of Toyama Emiko Hori, Michiya Kub

o, Soushi Okamoto, Takashi Shibata, Satoshi Hori, Tomohide Hayashi, Yukio Hori

e, Nobuhisa Matsumura, Satoshi Kuroda：Natural history of unruptured anterior 

communicating artery aneurysm at Stroke center,Saiseikai Toyama hospital  83rd 

AANS annual scientific meeting, May 2-6, 2015 Washington DC 

（5）［口演］岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男：頚部内頚動脈狭

窄に対する staged angioplasty －初回バルーン血管拡張術後の脳循環予備能の変化－ 

第 18回千里浜脳循環カンファレンス 2015.5.30 金沢 

（6）［口演］久保道也、桑山直也*、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、黒田

敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：経過中に re-entryが出現し、ステント併用コイル

塞栓術を行った椎骨動脈解離性脳動脈瘤の一例 第 94 回富山県脳神経外科医会 

2015.7.15 富山 

（7）［口演］久保道也、桑山直也*、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、黒田

敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：NBCAで瘤内塞栓術を行った fronto-orbital artery 

aneurysmの一例 第 44回日本脳神経血管内治療学会 中部地方会 2015.8.8 福井 

（8）［ポスター］岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、桑山直也*、

黒田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：急性期脳主幹動脈閉塞再開通後と CAS術後（過

灌流症候群）の重症頭蓋内出血（術後 24 時間以内）の比較検討 第 34 回 Mt.Fuji 

Workshop on CVD 2015.8.29 神戸 

（9）［口演］堀恵美子：動脈瘤の剥離とクリッピング－反省点から－ 第 5 回マイクロ道場 

2015.8.29 富山 

（10）［口演］梅村公子、久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、瀬島知治*、石橋香澄*（リ

ハビリテーション科* ）、堀江幸男：嚥下障害を合併した急性期脳卒中患者における頭部

屈曲位の問題点－嚥下後呼吸相の評価－ 第 21回日本摂食嚥下リハビリテーション学会



 

学術集会 2015.9.11-9.12 京都  

（11）［教育講演］久保道也：後頭蓋窩静脈と深部静脈 第9回Tokyo Seminar of Surgical 

Neuroangiography 2015.9.12-9.13 東京 

（12） [ポスター]岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、桑山直也*、

黒田敏（富山大学医学部 脳神経外科＊）：stent-in-stent を施行した CAS 後再狭窄症例

の画像フォローアップ 320列 AD-CT—の有用性 第 74回日本脳神経外科学会 2015.10.14-

16 札幌 

（13）［口演］久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、桑山直也*、黒

田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：硬膜動静脈瘻における脳幹静脈吻合パターンの

重要性－病態理解と治療方針決定の観点から－ 第 74 回日本脳神経外科学会 

2015.10.14-16 札幌 

（14）［口演］堀恵美子、梅村公子、岡本宗司、久保道也、柴田孝、堀江幸男、黒田敏*（富山

大学医学部 脳神経外科＊）：多発脳動脈瘤におけるCFD解析－同一症例における増大瘤

と非増大瘤の比較－ 第74回日本脳神経外科学会 2015.10.14-16 札幌 

（15）［口演］久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、桑山直也*、黒

田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：脳幹静脈へ流出する硬膜動静脈瘻の病態 第27

回日本脳循環代謝学会 2015.10.30-31 富山 

（16）［シンポジウム] 久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、桑山直

也*、黒田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：富山医療圏における脳出血患者の原因と

予後解析データ 第 27回日本脳循環代謝学会 2015.10.30-31 富山 

（17）［口演］堀恵美子、梅村公子、岡本宗司、久保道也、柴田孝、堀江幸男、黒田敏*（富山

大学医学部 脳神経外科＊）：多発脳動脈瘤における CFD 解析－同一症例における増大瘤

と非増大瘤の比較－ 第 27回日本脳循環代謝学会 2015.10.30-31 富山 

（18）［口演］岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、桑山直也*、黒

田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：頚動脈ステント（CAS）後再狭窄症例に対する

Repeated stent（stent-in-stent）を施行した CAS 後再狭窄症例の画像フォローアップ

－320列 AD-CT—の有用性－ 第 31回日本脳神経血管内治療学会 2015.11.19-21 岡山 

（19）［ポスター］岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、桑山直也*、

黒田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：安全な staged CAS の確立を目指して－初回

バルーン拡張の指標と脳循環予備能回復の視点から見た CAS 追加のタイミングの決定－ 

第 31回日本脳神経血管内治療学会 2015.11.19-21 岡山 

（20）［イブニングセミナー・パネリスト］久保道也：喜怒哀楽「留学経験者からの学び：短期

突撃型」第 31回日本脳神経血管内治療学会 2015.11.19-21 岡山 

（21）［口演] 久保道也、桑山直也*、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、黒

田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：硬膜動静脈瘻における脳幹静脈還流パターン



 

評価の重要性－病態理解と治療方針決定の観点から－ 第31回日本脳神経血管内治療学

会 2015.11.19-21 岡山 

（22）［口演］田邊望、久保道也、梅村公子、岡本宗司、堀恵美子、柴田孝、堀江幸男、桑山

直也*、黒田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：対側から前交通動脈経由でアプロー

チで塞栓術を行ったA1近位部破裂動脈瘤の一例 第24回北陸IVNR研究会 2016.1.23 

金沢 

（23）[口演] 岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田孝、梅村公子、堀江幸男、桑山直也*、黒

田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：無症候サイドに対して先に CAS を施行した両側

頚部内頚動脈狭窄症の一例 第 24回北陸 IVNR研究会 2016.1.23 金沢 

（24）［口演]堀恵美子、梅村公子、岡本宗司、柴田孝、久保道也、堀江幸男、柏崎大奈*、秋岡

直樹*、桑山直也*、黒田敏*（富山大学医学部 脳神経外科＊）：動脈瘤の CFD 解析 第 4

回 TOM－ブリ街道カンファレンス 2016.3.14 岐阜 

（25）［Educational lecture] Michiya Kubo：Cerebral venous system and dural sinus  The 

16th PLANET, Akasaka, 2016.3.15 Tokyo, JAPAN  

◇講演会 

（1）久保道也：脳卒中診療における血圧管理と抗血栓療法 第 19回北陸臨床薬剤業務研究会 

2015.5.24 金沢 

（2）久保道也：豊田地区介護予防教室：超高齢社会と脳卒中 富山市豊田地区包括支援センタ

ー講演会 2015.6.12 富山  

（3）久保道也：カテーテルの基本 第 15 回北陸脳神経血管内治療懇話会 ハンズオン 

2015.8.22 富山 

（4）久保道也：富山県の脳卒中－今後の課題とその対策－ 砺波市医師会学術講演会 

2015.10.27 富山 

（5）久保道也：抗血栓薬内服患者の脳出血をいかに予防するか －医療連携の重要性－ ス

トップ！ NO卒中プロジェクト 2015.11.4 富山 

（6）久保道也：硬膜動静脈症例から学ぶ 脳静脈の発生と解剖のポイント 金沢脳血管セミナ

ー 2015.11.5 金沢 

（7）梅村公子：－「飲み込みにくい・むせやすい」と感じることはありますか？－ 嚥下と

は？嚥下障害に関わる疾患について 済生会富山病院市民公開講座 2015.11.23 富山 

（8）久保道也：CAS を志す若者たちへ －挑戦者に求められる情熱と工夫－ つるぎ頚動脈セ

ミナー 2015.11.24 富山 

（9）久保道也：脳卒中二次予防のための医療連携－抗血栓療法患者における血圧管理の重要

性－ 富山地区 Network Meeting 2015.11.27 富山 

（10）久保道也：脳ドックのススメ－ちょっとの勇気 元気な長寿－ 第 9 回 脳卒中公開講

座「脳卒中はごめんだ！」 2015.12.5 富山 



 

（11）久保道也：脳卒中予防における血糖・血圧管理の重要性－富山医療圏の脳卒中の現状を

ふまえて－ Stroke Expert Seminar in Toyama 2016.1.8 富山 

（12）久保道也：一緒に学ぼう！脳卒中－その予防から最新治療まで－ 血管病市民公開講座 

2016.1.24 富山 

（13）久保道也：超高齢社会における脳卒中患者の摂食嚥下管理 Meet the Expert in Toyama 

2016.2.20 富山 

 

＜泌尿器科＞ 

◇その他の執筆活動 

（1）風間泰蔵：当科における前立腺がんの診断と治療 富山市医師会報 2015.12 月号（第 537

号） 

◇学会発表 

（1）［口演］風間泰蔵、木村仁美：女子尿道憩室の 1 例 第 132 回富山県泌尿器科医会 

2015.4.16 富山 

（2）［口演］中田美保、外間かおり、高堂昌子、近村厚子、木村仁美、風間泰蔵：膀胱癌によ

る尿閉・水腎症をきたし尿道カテーテル留置となった事例に対する自宅退院へ向けた取

り組み 第 28回北陸排尿障害研究会 2015.7.5 金沢都ホテル 

（3）［口演］保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：骨盤内腫瘤を伴った前立腺癌の 1例 第 134回

富山県泌尿器科医会 富山 

（4）［口演］保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：巨大膀胱憩室の 1例 第 135 回富山県泌尿器科

医会 富山 

 

＜耳鼻咽喉科＞ 

◇症例報告 

（1）木村寛、將積日出夫：味覚障害を主訴とした混合性結合組織症例 耳鼻咽喉科臨床 108：

525-529 2015 

◇学会発表 

（1）［口演］木村寛、將積日出夫：シェーグレン症候群改訂診断基準の検査成績に対する臨床

的検討 第 116回日本耳鼻咽喉科学会総会 2015.5.21 東京 

（2）［口演］木村寛、田近洋介：顎下部胚中心進展性異形成の 1 例 第 65 回日耳鼻富山県地

方部会 2015.11.29 富山 

 

 

 

 



 

＜放射線科＞ 

◇その他の執筆活動 

（1）蔭山昌成：CV Portに関する基礎知識 富山市医師会報 第 538号 20-22 2015.12.25 

 

＜看護部＞ 

◇その他の執筆活動 

（1）堀田茉里亜：観察・管理編③モニター類の観察・管理 脳神経外科看護力ミラクル UPド

リル 解剖、疾患、治療の理解、アセスメント、ケアの看護筋をばっちりトレーニング！

2015夏季増刊 157-172 

（2）川崎麻実：観察・アセスメント編①バイタル 脳神経外科看護力ミラクル UPドリル 解

剖、疾患、治療の理解、アセスメント、ケアの看護筋をばっちりトレーニング！2015夏

季増刊 2015.8 173-179 

（3）堀田裕子、高岩亜輝子*（富山大学附属病院 リハビリテーション部*）、久保道也：急性期

での高次脳機能障害の診断 意識障害・せん妄との鑑別 脳の看護実践 2016.2 

◇学会発表 

（1）［口演］近村厚子：鼠怪部難治性リンパ漏に対して局所陰圧療法 ActiV.A.C治療が有効で

あった 1例 日本消化器外科学会総会 2015.7.16 静岡 

（2）［口演］近村厚子：消化器外科領域の創部離開例における VAC ATS 治療の経験 日本消

化器外科学会 2015.7.17 宮崎  

（3）［口演］松下優季：心臓リハビリテーション実施者における集団指導参加の効果 日本心

臓リハビリテーション学会学術集会 2015.7.19 福岡 

（4）［ポスター］前川典子：シミュレーション研修を現場教育に取り入れて 日本看護研究会

第 41回学術集会 2015.8.23 広島 

（5）［ポスター］宮間智弓：術後せん妄に対する看護師の意識調査 日本看護学会急性期看護

学術集会 2015.9.30 愛媛 

（6）［口演］藤田愛也音：点眼指導評価表を用いた点眼指導の焦点化－入院期間短縮への対応

－ 日本視機能看護学会学術総会 2015.10.3 熊本 

（7）［ポスター］前川典子：呼吸サポートチーム活動の現状報告と課題 第 25 回日本呼吸ケ

ア・リハビリテーション学会学術集会 2015.10.15 千葉 

（8）［ポスター］谷歩奈美：オキシマスク TMの使用経験 第 25回日本呼吸ケア・リハビリテ

ーション学会学術集会 2015.10.15 千葉 

（9）［口演］永田莉：脳卒中患者への退院支援介入方法を改善したことで得られた効果 第 42

回日本脳神経看護研究学会 2015.10.16 札幌   

（10）［ポスター］平井晴香：人工関節センターの看護師を対象とした指導－看護師による患者

指導の統一を目指して－ 第 42回日本股関節学会学術集会 2015.10.31 大阪 



 

（11）［ポスター］高木妙子、濱田竜治、竹之内弘美、清水哲朗：当院における NST活動の現状

と課題 転帰からみた NST 第 31 回日本静脈経腸栄養学会学術大会 2016.2.25-26 福

岡 

（12）［口演］近村厚子：当院における褥瘡発生および褥瘡保有と MNA スコアとの関係 日本

静脈経腸栄養学会 2016.2.26 福岡 

（13）［ポスター］柳原照代：一般病棟でがん性疼痛看護認定看護師が行うがん性疼痛看護研修

会実施後の評価と課題 第 68回済生会学会 2016.2.28 大阪 

（14）［ポスター］杉瀬瞳、水野久美、舟橋加奈子：通院治療で外来化学療法を受けているがん

患者の思い－認定看護師の立場から考える－ 第 68回済生会学会 2016.2.28 大阪 

 

◇講演会 

（1）若林昌子：糖尿病は血管の病気です 済生会富山病院市民公開講座 2015.2.11 富山 

 

＜放射線技術科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］石崎宗一郎、松井幹夫、渡邉篤史、高橋亮次、上田周平、前多尚人：脳血管内治

療時の被ばく低減策の実践 第 44 回日本脳神経血管内治療学会中部地方会 2015.8.8 

福井 

（2）［ポスター］野崎春奈：5M モニタ導入後の検診成績と検査効率の検討 第 25 回日本乳癌

検診学会学術総会 2015.10.30 茨城 

（3）［口演］和田望未：胸部ポータブル撮影条件の統一に向けての検討 2015.11.7 福井 

（4）［口演］前多尚人：FPD導入における胸部ポータブル撮影条件の検討 平成 27年度北陸三

県合同研修 2016.3.6 富山 

◇講演会 

（1）石崎宗一郎：当院の血管撮影・血管内治療の現状 北陸アンギオ研究会 第 36回学術講

演会 2015.6.20 金沢 

（2）高橋亮次：当院の頭頚部 3D-CTA の 3D 画像作成の工夫 東芝 CT ユーザー会 2015.9.5 

長野 

（3）藤本勝明：MRIの画像評価・性能評価 診療放射線技師基礎技術講習 MRI検査 2015.10.17 

富山 

 

＜臨床検査科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］山本富夫：試験管法による血液型検査が有用であった 2 症例 平成 27 年度第 40

回富山県医学検査学会 2016.3.12 富山  



 

◇その他 

（1）［口演］山本富夫、菓子井良郎、黒原直美、金川和史：採血におけるインシデント報告と

患者バーコード認証システムの現状 第 15回富山県公的病院医療安全研究大会 富山 

 

＜病理検査科＞  

◇学会発表 

（1）［ポスター］田近洋介、折田恵、浅倉ゆきえ、高橋美貴恵、井村穣二*（富山大学 病理部

*）：卵巣表層上皮系腫瘍における Laminin-5 γ2chainの発言に関して 第 104回日本病

理学会総会 2015.4.30 名古屋  

（2）［ポスター］田近洋介、折田恵、浅倉ゆきえ、高橋美貴恵：Giemasa specimens of malignant 

mesothelioma was useful to decision:A case report 第 64 回日本医学検査学会 

2015.5.15 福岡 

◇講演会 

（1）田近洋介：富山県臨床検査技師会新人会員育成研修会「日臨技の現状と課題」 富山県臨

床検査技師会 2015.5.30 富山  

（2）田近洋介、折田恵、浅倉ゆきえ、高橋美貴恵、風間泰蔵、酒井陽子、井村穣二：尿中に出

現した前立腺原発性神経内分泌腫瘍の 1例 第 33回富山県臨床細胞学会総会・学術集会 

2016.3.5 

 

＜栄養管理科＞ 

◇講演会 

（1）竹之内弘美：糖尿病性腎症の食事について気をつけるポイント 糖尿病腎臓病講演 糖

尿病・慢性腎臓病と上手につきあっていくために 2015.8.23 津沢コミュニティプラザ 

（2）竹之内弘美：今日からできる！減塩の工夫！ 介護予防教室 2015.10.14 神保公民館 

（3）竹之内弘美：免疫力 UPで風邪を予防しよう！ 介護予防教室 2015.10.21 神保公民館 

（4）竹之内弘美：これって貧血？知って得する貧血予防 免疫力アップで、風邪を予防しよ

う！ 射水万葉会とやま地区合同研修会 2015.11.25 サンフォルテ 

（5）竹之内弘美：免疫力 UP で風邪を予防しよう！ 介護予防教室 2015.12.4 高園町 2 区

公民館 

 

＜リハビリテーション科＞ 

◇学会発表 

（1）［ポスター］護摩堂秀之助、笹木菜奈未、柴田孝、田巻良祐、山西潤一：脳損傷患者にお

ける卓上および広域空間の有効視野評価 第 52 回リハビリテーション医学会学術集会 

2015.5.28-30 新潟 



 

（2）［ポスター］遠田謙信、織田洋輔、柴田孝：当院の急性期脳卒中患者の深部静脈血栓症発

症における現状と課題 第 52 回リハビリテーション医学会学術集会 2015.5.28-30 

新潟 

（3）［ポスター］三井普祐子、織田洋輔、松下一紀、稲垣麻恵、松波香苗、高西浩佑、衣笠佳

那、山本晃彦、笹木菜奈未、柴田孝：急性期病院における退院後訪問の有用性 第 52回

リハビリテーション医学会学術集会 2015.5.28-30 新潟    

（4）［口演］石橋香澄、柴田孝、高岩亜輝子*（富山大学附属病院 リハビリテーション部*）、堀

恵美子、梅村公子、岡本宗司、久保道也：頚動脈高度狭窄症における血行再建術前後の

高次脳機能 第 16回日本言語聴覚学会 2015.6.27 仙台 

（5）［ポスター］松下一紀、大原一将、小中亮介、織田洋輔、相山扶美、遠藤知代、宮坂麗子、

山本智美、松下優季、和泉千晴、小林朋子、亀山智樹：医療費助成制度の利用と外来移行

率の関係 第 21 回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 2015.7.18-19 福岡 

（6）［口演］小中亮介、大原一将、松下一紀、織田洋輔、相山扶美、遠藤知代、宮坂麗子、山

本智美、松下優季、和泉千晴、小林朋子、亀山智樹：当院における「市民公開講座」の実

態と参加者アンケートからみた結果と課題 第 21回日本心臓リハビリテーション学会学

術集会 2015.7.18-19 福岡 

（7）［ポスター］稲垣麻恵、松下一紀、織田洋輔、原田百合恵、前川典子、今西信悟：当院理

学療法士の呼吸リハビリテーションの現状 第 25回日本呼吸ケア・リハビリテーション

学会学術集会 2015.10.15-16 千葉 

（8）［ポスター］原田百合恵、織田洋輔、稲垣麻恵、前川典子、今西信悟：当院の RSTにおけ

る理学療法士のかかわり 第 25 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 

2015.10.15-16 千葉 

（9）［口演］山本晃彦：左利き右半球病変により失語症状を呈した症例 第 461回北陸言語障

害研究会 2016.2.6 金沢 

◇講演会 

（1）織田洋輔：病気にならない為の健康づくり 株式会社竹原工務店総会 2015.6.19 富山 

（2）佐々木正詞：大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術後のリハビリテーション 骨折ネ

ットワークとやま 2015.6.29 済生会富山病院  

（3）魚津千春：転倒予防 豊田地域包括支援センター 2015.9.4 高園 2丁目公民館  

（4）山本晃彦：失語症の方へのアプローチ方法 2015.10.3 島田病院 

（5）護摩堂秀之助：脳トレーニング～前頭葉を鍛える～ 2015.10.20 豊若町会館 

（6）山本晃彦：誤嚥性肺炎にならないように気をつけることと、その予防リハビリについて 

2015.11.10 富山市田畑地区老人会 

（7）護摩堂秀之助：脳トレーニングについて 2015.12.16 ICT茶論 富山大学  

（8）瀬島知治：血管病と運動 済生会富山病院市民公開講座 2016.1.24 TOYAMAキラリ 



 

（9） 護摩堂秀之助：脳トレーニング～前頭葉を鍛える～ 2016.2.2 田畑北部公民館 

（10）護摩堂秀之助：急性期リハビリテーションと脳トレーニングの実際 2016.3.10 視察

研修 済生会富山病院 

（11）山本晃彦：診療報酬改定について 富山県言語聴覚士協会教育研修会 2016.3.13 高

岡市民病院  

 

＜薬剤科＞ 

◇講演会 

（1）森田智恵子：血管病とくすり 済生会富山病院市民公開講座 2016.1.24 富山  

（2）森田智恵子：当院における吸入指導の取り組み 富山市北部薬薬連携講演会 2016.2.9 

富山 

（3）森田智恵子、西川和良、森井有梨、農作有里、前川典子、今西信悟：薬剤師による院内で

の吸入指導の試み 第 25回富山県呼吸ケア研究会 2016.2.20 富山 


