1-1

業績集（著書・論文・学会発表等）

＜内科＞
◇原著
（1） Fujinami H, Kajiura S, Nishikawa J, Ando T, Sugiyama T： The influence of
duodenally-delivered

Shakuyakukanzoto(Shao

Yao

Gan

Cao

Tang)on

duodenal

peristalsis during endoscopic retrograde cholangiopancreatography:a randomized
trial. Chinese Medicine（BioMed Central） e collection, 2017
◇学会発表
（1）
［ポスター］野々村誠、庵 弘幸、大原一将、亀山智樹、井上 博：320 列心臓 CT による冠
動脈病変とリスク因子の関係

第 25 回 日 本 心 血 管 イ ン タ ー ベ ン シ ョ ン 治 療 学 会

2016.7.8 東京
（2）
［口演］大原一将、亀山智樹、大屋由佳、山本智美、相山扶美、松下優季、宮坂麗子、浦野
啓子、小中亮介、松下一紀、織田洋輔、庵

弘幸、野々村誠、井上

博：心臓リハビリテ

ーションによる嫌気性代謝閾値の改善度は高血圧と関連する 日本心臓リハビリテーショ
ン学会学術集会 2016.7.16 東京
（3）
［口演］T. Kameyama, H. Ihori, K. Ohara, M. Nonomura, H. Inoue.
Coronary computed tomography angiography predictors of tapered and sofr tip
gidewire crossing antegradely through chronic total occlusion. 2016.8.28 Roma
（4）［特別企画］井上

博：日常診療に役立つ心電図判読のコツ

日本心臓病学会学術集会

2016.9.24 東京
◇その他
（1）西川 潤：メタボリックシンドロームの予防を目指して 健康ミステリーツアー 2016.7.8
富山
（2）西川 潤：50 歳からの健康管理 壮年者協議会夏季学習会 2016.8.26

富山

（3）西川 潤：これからの季節に流行する感染症 健康教育研修会 2016.11.4 富山
（4）二日市有花、西川 潤、髙取俊介、岩本真也、菓子井良郎、井上 博：救急外来を受診し
た非外傷性腹痛患者に対する腹部 CT 検査の有用性と問題点 富山大学第 3 内科関連病院
連携臨床研究カンファレンス 2016.11.11 富山
＜小児科＞
◇症例報告
（1）Matsukura H, Takano E, Okuda T, Iwata E： Posttraumatic seroma mimicking tibial

edema in a patient with frequently relapsing nephro. Int J Clin Pediatr 5(2):3637, 2016
◇学会発表
（1）
［口演］松倉裕喜、坂本いずみ、榊原雅子、立松美穂：IgA 腎症の組織改善後も遷延性蛋白
尿を呈し、追生研で肥満関連性腎症と診断された症例 第 51 回日本小児腎臓病学会学術
集会 2016.7.7 愛知
＜外科＞
◇原著
（1）坂東 正、堀 亮太、山崎一麿、清水哲朗、岩本真也、塚田健一郎、渋谷和人、北條荘三、
長田拓哉、塚田一博：特発性を疑った横行結腸穿孔例の保存的治癒過程における内視鏡像
ENDOSCOPIC FORUM for digestive disease

32,26-30, 2016

（2）Nagata T, Shimada K, Long LX, Okumura T, Tazawa K, Higashiyama K, Shimzu T, Ohnaga
T: KLF4 improve prognosis of triple-negative breast cancer by suppression of
epithelial-mesenchymal transition.

Breast Cancer Current Research 110.1-6,2016

◇学会発表
（1）
［ポスター］坂東 正、出村しおり、大澤宗士、清水哲朗、塚田一博：腹腔鏡下胆摘出術に
おける DPC 導入を考慮したクリニカルパス

第 116 回日本外科学会定期学術集会

2016.4.14 大阪
（2）
［ポスター］出村しおり、坂東 正、大澤宗士、清水哲朗、塚田一博：当科における術後ハ
イ血栓塞栓症の検討 第 116 回日本外科学会定期学術集会 2016.4.16 大阪
（3）
［DP］坂東 正、大澤宗士、塚田一博：十二指腸と胃の重複 GIST の 1 例

第 102 回日本消

化器病学会総会 2016.4.22 東京
（4）
［ワークショップ］坂東 正、福田卓真、清水哲朗、岩本真也、菓子井良郎：対策型胃がん
検診における経鼻内視鏡の有用性 第 92 回日本消化器内視鏡学会総会 2016.5.13 東京
（5）
［ポスター］大澤宗士、福田卓真、坂東 正、清水哲朗、塚田一博：TS1 が著効していた膵
腺房細胞癌腹膜播種の 1 切除例 第 28 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2016.6.3 大
阪
（6）
［ポスター］福田卓真、大澤宗士、清水哲朗、塚田一博：手術によって治療し得た胆石イレ
ウスの 2 例 第 28 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2016.6.4 大阪
（7）
［ポスター］清水哲朗、大澤宗士、坂東 正、島多勝夫：乳腺手術における術後感染サーベ
イランス 第 24 回日本乳癌学会学術総会 2016.6.18 東京
（8）
［一般演題］坂東 正、福田卓真、大澤宗士、清水哲朗：DPC における腹腔鏡下胆摘出術の
問題点 第 71 回日本消化器外科学会総会 2016.7.14 徳島

（9）
［口演］坂東 正、渋谷和人：腹腔鏡下胆摘出術における術者別の DPC の評価 第 52 回日
本胆道学会学術集会 2016.9.30 横浜
（10）
［ポスター］坂東 正、福田卓真、井村穣二：肝細胞癌と腎細胞癌の同時性重複癌の 1 切
除例 第 54 回日本癌治療学会総会 2016.10.20 横浜
（11）
［DP］坂東 正、福田卓真、清水哲朗、岩本真也、菓子井良郎：経鼻内視鏡による対策型
胃内視鏡検診 JDDW2016 2016.11.5 神戸
（12）
［ポスター］清水哲朗、祐川健太、土屋康紀、坂東 正：外科手術における感染サーベイ
ランスに基づく感染対策の評価 第 71 回富山県医学会 2017.1.29 富山
◇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

2016.10.29 富山
＜整形外科＞
◇総説
（1）藤井秀人：ベーシック特集 整形外科の器械・インプラント取り扱いすっきりマニュアル
人工膝関節置換術 OPE nursing 31: 18‐27, 2016
（2）藤井秀人:レベルアップ特集

特徴別インプラント CHOICE MEMO 人工膝関節置換術 OPE

nursing 31: 68‐69, 2016
（3）伊藤貴明:疾患別 フローチャートでらくらく理解大作戦～上肢・脊椎編～ 「鎖骨骨折」
整形外科看護 21: 346-351, 2016
◇原著
（1）藤井秀人: Vanguard CR TKA における内側のみを合わせる modified gap 法による伸展屈曲
ギャップの調整 JOSKAS 41:376-377, 2016
（2）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 Hip Joint
（3）藤井秀人、吉田

42:343-345, 2016

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－ 日本人工関節学会
誌 46: 359-360, 2016
（4）藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、吉田幸男、松田匡司: 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 日本人工関節学会誌 46: 669-670, 2016
◇学会発表
（1）
［一般演題］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、吉田幸男： TKA の術後疼痛対策－術翌日追加
カクテル注射による疼痛軽減、在院日数短縮の効果－ 第 44 回北陸リウマチ関節外科研
究会 2016.7.3 金沢
（2）
［一般演題］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、吉田幸男： ACL, PCL 温存 TKA Vanguard XP

の使用経験 8th.JOSKAS 2016.7.28-30 福岡
（3）
［一般演題］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、吉田幸男： CR TKA でも伸展＜屈曲ギャップ
となる場合が 25％ある 8th.JOSKAS 2016.7.28-30

福岡

（4）
［一般演題］吉田幸男、藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明： TKA 後の脛骨内顆骨吸収による疼
痛に対し対 側 TKA 時に骨移植術を施行し た 1 例

第 202 回北陸整形外科集談会

2016.7.31 福井
（5）
［ポスター］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、吉田幸男：テニス開始後に発症し、多数回手
術に至った上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の 1 例

第 42 回日本整形外科スポーツ医学会

2016.9.16-18 札幌
（6）
［一般演題］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、吉田幸男： TKA の術後疼痛対策 －術翌日追
加カクテル注射による疼痛軽減、在院日数短縮の効果－ 第 127 回中部日本整形外科災害
外科学会 2016.9.30-10.1 松本
（7）
［一般演題］吉田幸男、藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明： TKA 後の脛骨内顆骨吸収による
疼痛に対し、対側 TKA 時に骨移植術を施行した 1 例 第 127 回中部日本整形外科災害外科
学会 2016.9.30-10.1 松本
（8）
［ポスター］藤井秀人： Direct anterior approach による人工股関節置換術の経験 －
約 8 年半、140 例でのラーニングカーブの検証－ 第 43 回日本股関節学会 2016.11.4-5
大阪
（9）
［ポスター］藤井秀人：人工膝関節置換術（TKA）の術後疼痛対策 －術翌日追加カクテル
注射による疼痛軽減、在院日数短縮の効果－ 第 71 回富山県医学会 2017.1.29 富山
（10）
［ポスター］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、相川敬男： ACL, PCL 温存 TKA, Vanguard XP
における伸展ギャップの評価 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.24-25 沖縄
（11）
［一般演題］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、相川敬男： TKA の術後疼痛対策－術翌日
追加カクテル注射による疼痛軽減、可動域改善、在院日数短縮の効果 －第 47 回日本人工
関節学会 2017.2.24-25 沖縄
（12）
［一般演題］伊藤貴明、藤井秀人、吉田 晃、相川敬男：4 カ所で破綻した肩上方懸垂複合
体（Superior Shoulder Suspensory Complex）損傷の 1 例 第 204 回北陸整形外科集談会
2017.3.12 金沢
◇講演会
（1）藤井秀人：スポーツ障害とその予防について ～野球肘を含めて～ 2016.8.25 滑川市民
スポーツ大学
（2）藤井秀人：高齢者の膝の痛みについて

平成 28 年度済生会富山病院市民公開講座

2016.10.16 富山
（3）藤井秀人：高齢者の膝の痛み（変形性膝関節症）と最新の人工膝関節置換術（TKA)
県労災指定医療機関協会新川地区講演会 2017.3.10 魚津

富山

＜脳神経外科・脳卒中内科＞
◇著書
（ 1 ） Kubo M: Causes and outcome in patients with cerebral hemorrhage using
antithrombotic drugs. Uno M, Ogasawara K,

Eds. Treatment of Non-vitamin

KAntagonist Oral Anticoagulants, Springer 53-63, 2016
（2）久保道也：血管内治療に必要な静脈解剖：脳静脈エッセンス 脳静脈の歩き方（波出石弘、
石川達哉、田中美千裕編）中外医学社 186-199, 2016
◇原著
（1）Hori E, Hayakawa Y, Hayashi T, Hori S, Okamoto S, Shibata T, Kubo M, Horie

Y,

Sasahara M, Kuroda S: Mobilization of plutipotent multilinage- differentiating
stress-enduring cells in ischemic stroke : J stroke Cerebrovascular Dis,25, 14731481, 2016
（2）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、田中耕太郎、

黒田 敏：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 脳循環代謝 27, 281286, 2016
（3）梅村公子、久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、堀江幸男、亀山智樹、桑山直也、
黒田敏：血管病救急患者の救急隊への迅速なフィードバック －VasQ システムの構築：初
期稼動成績報告－ Neurosurg Emerg 21: 160-165, 2016
（4）古井英介：脳卒中患者にまつわる診療報酬・介護保険のハナシ

診療報酬編３ 手術・治

療加算 BRAIN NURSING 33, 4, 2017
（5）Koga M, Yoshimura S, Hasegawa Y, Shibuya S, Ito Y, Matsuoka H, Takamatsu K,
Nishiyama K, Todo K, Kimura K, Furui E, Terasaki T, Shiokawa Y, Kamiyama K,Takizawa
S, Okuda S, Okada Y, Kameda T, Nagakane Y, Yagita Y, Kario K, Shiozawa M, Sato S,
Yamagami H, Arihiro S, Toyoda K： SAMURAI Study Investigators.. Higher Risk of
Ischemic Events in Secondary Prevention for Patients With Persistent Than Those
With Paroxysmal Atrial Fibrillation. Stroke. 2016 Oct;47(10):2582-8.
（6）Nagatsuka K, Miyata S, Kada A, Kawamura A, Nakagawara J, Furui E, Takiuchi S,
Taomoto K, Kario K, Uchiyama S, Saito K, Nagao T, Kitagawa K, Hosomi N, Tanaka K,
Kaikita K, Katayama Y, Abumiya T, Nakane H, Wada H, Hattori A, Kimura K, Isshiki
T, Nishikawa M, Yamawaki T, Yonemoto N, Okada H, Ogawa H, Minematsu K, Miyata T:
Cardiovascular events occur independently of high on-aspirin platelet reactivity
and residual COX-1 activity in stable cardiovascular patients. Thromb Haemost.

2016 Aug 1;116(2):356-68.
（7）Arihiro S, Todo K, Koga M, Furui E, Kinoshita N, Kimura K, Yamagami H, Terasaki
T, Yoshimura S, Shiokawa Y, Kamiyama K, Takizawa S, Okuda S, Okada Y, Nagakane Y,
Kameda T, Hasegawa Y, Shibuya S, Ito Y, Nakashima T, Takamatsu K, Nishiyama K,
Matsuki T, Homma K, Takasugi J, Tokunaga K, Sato S, Kario K, Kitazono T, Toyoda
K;

SAMURAI

Study

Investigators..

Three-month

risk-benefit

profile

of

anticoagulation after stroke with atrial fibrillation: The SAMURAI-Nonvalvular
Atrial Fibrillation (NVAF) study. Int J Stroke. 2016 Jul;11(5):565-74.
◇監修＋巻頭言
（1）久保道也：この場面でこの治療が選ばれるのはなぜ？ 内科治療 or 血管内治療 or 外科治
療

BRAIN NURSING 33, 7, 2017

◇その他の執筆活動
（1）古井英介：脳梗塞 この場面でこの治療が選ばれるのはなぜ？内科治療 or 血管内治療 or
外科治療 BRAIN NURSING 33, 8-12, 2017
（2）堀

聡：もやもや病 この場面でこの治療が選ばれるのはなぜ？内科治療 or 血管内治療

or 外科治療 BRAIN NURSING 33, 37-40, 2017
（3）久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田
田

孝、梅村公子、堀 聡、堀江幸男、古井英介、黒

敏：富山医療圏における脳卒中の現状 富山市医師会報 第 549 号, 12-17, 2016

（4）久保道也：北陸地区における摂食嚥下チームの取り組み Dysphagia Rehabilitation/日本
摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 20:51, 2016
◇学会発表
（1）
［口演］岡本宗司、久保道也、堀恵美子、柴田

孝、梅村公子、堀 聡、堀江幸男、桑山直

也、黒田 敏：血栓化の進行と再開通を繰り返した末に破裂した高齢者 VA-PICA 動脈瘤の
一例 第 45 回日本脳神経血管内治療学会 中部地方会 2016.4.2 名古屋
（2）
［口演］田邉 望、山本修輔、柏崎大奈、秋岡直樹、桑山直也、黒田 敏：もやもや病の血
行再建術における開頭前 ICG videoangiography の有用性 第 41 回日本脳卒中学会総会
STROKE2016 2016.4.15 札幌
（3）
［口演］堀恵美子、岡本宗司、梅村公子、柴田

孝、久保道也、柏崎大奈、秋岡直樹、堀江

幸男、桑山直也、黒田 敏：くも膜下出血の血管攣縮期における血管外径の変化と狭窄の
関係 第 41 回日本脳卒中学会総会 STROKE2016 2016.4.15 札幌
（4）
［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：前頭蓋窩硬膜動静脈瘻の治療方針 －発生学的基盤の上に立った機能温存の視点から
－ 第 45 回日本脳卒中の外科学会 STROKE2016 2016.4.14-16 札幌
（5）
［シンポジウム］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：抗血栓薬服薬中の脳出血症例の検討

－予防のために求められる医療連携

－ 第 41 回日本脳卒中学会総会 STROKE2016 2016.4.14-16 札幌
（6）
［口演］柴田 孝、堀恵美子、梅村公子、岡本宗司、久保道也、堀江幸男、武者利光、田中
美枝子、小林洋平、松﨑 晴康、黒田 敏： NAT print を用いたニューロリハビリテーシ
ョンへの活用－アプリケーション開発－ 第 7 回日本ニューロリハビリテーョン学会学術
集会 2016.5.21 神戸
（7）
［口演］堀恵美子、梅村公子、堀 聡、岡本宗司、柴田 孝、久保道也、堀江幸男、黒田 敏：
脳動脈瘤の CFD 解析－壁菲薄部に関する検討－ 第 19 回千里浜脳循環代謝カンファレン
ス

2016.5.28 金沢

（8）
［ポスター］柴田 孝、浦田彰夫、吉野 修、野村忠雄： Patient Competency Rating Scale
と生活健忘チェックリストを用いた高次脳機能障害の認識ギャップ 第 53 回日本リハビ
リテーション医学会学術集会 2016.6.10 京都
（9）
［口演］堀恵美子、梅村公子、岡本宗司、久保道也、堀 聡、柴田 孝、堀江幸男、黒田 敏：
多発脳動脈瘤における CFD 解析 第 39 回日本バイオレオロジー学会 2016.6.19 東京
（10）
［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、古
井英介、黒田 敏：脳幹と両側小脳半球に広範な静脈還流障害を呈したテント部硬膜動静
脈瘻の一例 第 46 回日本脳神経血管内治療学会 中部地方会 2016.7.30 浜松
（11）
［ポスター］堀恵美子、梅村公子、堀 聡、田邊 望、岡本宗司、柴田

孝、久保道也、

堀江幸男、黒田 敏：未破裂脳動脈瘤 clipping 術の術前評価における MRI(SPACE)の有用
性 第 35 回 The Mt.Fuji Workshop on CVD 2016.8.27 東京
（12）
［口演］堀 聡：脳動脈瘤クリッピング術において、意識していること、改善してきたこ
と、未だ困難なこと

－開頭、シルビウス裂剥離を中心に－

第 5 回マイクロ手術道場

2016.9.3 富山
（13）
［口演］田邊 望、堀恵美子、堀 聡、柴田 孝、梅村公子、岡本宗司、久保道也、堀江
幸男、黒田 敏：診断に 3D-VRFA-TSE 法が有用であった前大脳動脈解離の１例 第 91 回日
本脳神経外科学会中部支部会 2016.9.17 浜松
（14）
［口演］久保道也、桑山直也、梅村公子、堀 聡、堀恵美子、柴田 孝、岡本宗司、堀江
幸男、古井英介：嚥下運動の脳血管内治療への応用 第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーシ
ョン学会 2016.9.23-24 新潟
（15）
［口演］梅村公子、久保道也、堀 聡、堀恵美子、柴田 孝、岡本宗司、堀江幸男、古井
英介：放射線治療後に生じた頚動脈狭窄症：嚥下障害合併例の治療とスクリーニング 第
22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会 2016.9.23-24 新潟
（16）
［ポスター］Emiko Hori, Kimiko Umemura Oya, Soshi Okamoto, Michiya Kubo,Satoshi
Hori, Takashi Shibata, Yukio Horie, Daina Kashiwazaki, Naoki Akioka, Naoya
Kuwayama, Satoshi Kuroda： Analysis of thin-walled regions in unruptured cerebral
aneurysms using computational fluid dynamics

CNS 2016, 2016.9.24-28 SanDiego,

USA
（17）
［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 聡、堀江
幸男、古井英介、黒田 敏：静脈洞血栓症に続発した硬膜動静脈瘻

－流出路の特徴に関

する検討－ 第 75 回日本脳神経外科学会総会 2016.9.29-10.1 福岡
（18）
［口演］柴田 孝、堀恵美子、梅村公子、岡本宗司、久保道也、堀江幸男、武者利光、田
中美枝子、小林洋平、松﨑晴康、黒田 敏：脳波の非対称性と頸動脈狭窄症による軽度認
知障害 第 75 回日本脳神経外科学会総会 2016.9.29-10.1 福岡
（19）
［口演］堀恵美子、岡本宗司、梅村公子、堀 聡、田邊 望、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：くも膜下出血脳血管攣縮期における血
管外径の変化と狭窄度の関係 第 75 回日本脳神経外科学会総会 2016.9.29-10.1 福岡
（20）
［口演］梅村公子、久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、堀 聡、堀江幸男、松井
幹夫、黒田 敏： 4D-CT を用いた DISH(Forestier 病)における嚥下障害評価 －他の原因
による嚥下障害との比較－ 第 75 回日本脳神経外科学会総会 2016.9.29-10.1 福岡
（21）
［口演］堀 聡、柏崎大奈、山本修輔、秋岡直樹、桑山直也、Marcus Czabanka、Peter Vajkoczy、
黒田 敏：日本人と欧州人のもやもや病患者における側副血行路の発達の違いは発症形態
の違いと関連する 第 75 回日本脳神経外科学会総会

2016.9.29-10.1 福岡

（22）
［口演］古井英介、板橋 亮、矢澤由加子、重畠裕也、藤原 悟：特徴的な TCD 所見を示
した海綿静脈洞部内頚動脈狭窄による拍動性耳鳴の１例 第 19 回日本栓子検出と治療学
会

2016.10.14 神戸

（23）
［シンポジウム］古井英介、堀 聡、梅村公子、堀恵美子、柴田 孝、岡本宗司、久保道
也、堀江幸男： シンポジウム８「脳卒中診療における心診療連携の課題」脳卒中に対する
脳血管内治療（EVT）における診療連携の課題 第 34 回神経治療学会総会 2016.11.5 鳥
取
（24）
［口演］堀恵美子、梅村公子、堀 聡、岡本宗司、柴田 孝、久保道也、堀江幸男、高 正
圭、柏崎大奈、秋岡直樹、桑山直也、黒田

敏：未破裂脳動脈瘤における壁の菲薄部に関

する検討－CFD 解析を用いて－ 第 59 回日本脳循環代謝学会 2016.11.11-12

徳島

（25）
［シンポジウム］久保道也、桑山直也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、梅村公子、堀 聡、
堀江幸男、古井英介、黒田

敏：静脈洞血栓症に続発した硬膜動静脈瘻の病態と血行動態

第 32 回日本脳神経血管内治療学会 2016.11.24-11.26 神戸
（26）
［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 聡、堀江
幸男、古井英介、黒田 敏：硬膜動静脈瘻における閉塞静脈洞の可視化－見えざるルート
を 安 全 な ア プ ロ ー チ ル ー ト と す る た め に － 第 32 回 日 本 脳 神 経 血 管 内 治 療 学 会
2016.11.24-11.26 神戸
（27）
［シンポジウム］岡本宗司、久保道也、桑山直也、堀恵美子、柴田 孝、梅村公子、堀 聡、
堀江幸男、古井英介、黒田 敏： Staged CAS:初回バルーン血管拡張術における最適な拡

張度の検討 第 32 回日本脳神経血管内治療学会 2016.11.24-11.26 神戸
（28）
［口演］城泰輔、久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、梅村公子、堀 聡、堀江幸
男、古井英介、桑山直也、黒田 敏：ハーフ展開で血栓回収を行った中大脳動脈(M1 部)閉
塞症の一例 第 25 回北陸 IVNR 研究会 2017.1.21

金沢

（29）
［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 聡、堀江
幸男、古井英介、黒田 敏：診断に難渋し、脊髄動脈瘤の治療のみを行った CCJ-AV shunt
の一例 第 25 回北陸 IVNR 研究会 2017.1.21 金沢
（30）
［口演］久保道也、堀

聡、堀恵美子、柴田 孝、梅村公子、岡本宗司、堀江幸男、古井

英介、井上 博：富山医療圏の脳出血事情－多職種でどんな取り組みができるか－ 第 71
回富山県医学会 2017.1.29 富山
（31）
［口演］堀恵美子、堀

聡、岡本宗司、柴田 孝、梅村公子、古井英介、久保道也、堀江

幸男、黒田 敏：解離痛のみで発症した椎骨動脈解離の検討 第 22 回日本脳神経外科救急
学会 2017.2.3-4 香川
（32）
［口演］堀恵美子、堀

聡、岡本宗司、梅村公子、柴田 孝、久保道也、堀江幸男、黒田

敏： Temporary clip にて解離を起こした未破裂中大脳動脈瘤の一例 第 33 回白馬脳神経
外科セミナー 2017.2.9-11

湯沢

（33）
［口演］堀恵美子、梅村公子、堀 聡、岡本宗司、柴田 孝、久保道也、堀江幸男、高 正
圭、柏崎大奈、黒田 敏：CFD 解析による未破裂中大脳動脈瘤の壁厚の予測 第 40 回日本
脳神経 CI 学会総会 2017.3.3-4 鹿児島
（34）
［口演］堀恵美子、梅村公子、堀 聡、岡本宗司、柴田 孝、久保道也、堀江幸男、高 正
圭、柏崎大奈、秋岡直樹、桑山直也、黒田

敏：壁全体が薄い未破裂脳動脈瘤を術前に予

測することは可能か－CFD 解析を用いた検討より－

Stroke 2017 2017.3.16-19 大阪

（35）
［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 聡、堀江
幸男、古井英介、黒田 敏：発生学的に異なる横静脈洞とＳ状静脈洞における硬膜動静脈
瘻病変の違い－横・Ｓ状静脈洞部硬膜動静脈瘻として一括することの問題点－

Stroke

2017 2017.3.17-19 大阪
（36）
［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 聡、堀江
幸男、古井英介、黒田 敏：硬膜動静脈瘻における閉塞静脈洞の可視化 －見えざるルー
トを安全なアプローチルートとするために－

Stroke 2017 2017.3.17-19 大阪

（37）
［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 聡、堀江
幸男、古井英介、黒田

敏：静脈洞血栓症に続発した硬膜動静脈瘻の病態と血行動態

Stroke 2017 2017.3.17-19

大阪

（38）
［口演］梅村公子、久保道也、岡本宗司、堀恵美子、柴田 孝、堀 聡、堀江幸男、古井
英介：放射線照射後頚動脈狭窄症患者における嚥下評価機能評価の重要性－4Ｄ嚥下ＣＴ
を用いた評価を中心に－ Stroke 2017 2017.3.17-19 大阪

（39）
［口演］堀 聡、柏崎大奈、山本修輔、秋岡直樹、桑山直也、Marcus Czabanka、Peter Vajkoczy、
黒田 敏：日本人と欧州人のもやもや病患者における側副血行路の発達の違いは発症形態
の違いと関連する Stroke 2017 2017.3.17-19 大阪
（40）
［口演］堀 聡、堀恵美子、梅村公子、柴田 孝、岡本宗司、久保道也、堀江幸男、黒田
敏 ： 微小 脳出 血の 存在は 頚 動脈 プラ ーク の不安 定 性と 関連 して いる

Stroke 2017

2017.3.17-19 大阪
（41）
［口演］古井英介：教育講演 27 脳出血の内科的治療 Stroke 2017 2017.3.18 大阪
◇講演会
（1）久保道也：脳卒中は…予防が一番、時間が二番

日本脳神経外科学会中部支部会 市民公開

講座 2016.4.10 富山国際会議場
（2）久保道也：済生会富山病院しかできないこと 富山県初期臨床研修合同説明会 2016.4.18
富山大学
（3）Michiya Kubo： Strategy and basic technique of embolization for usual cerebral
aneurysms Indonesia and Japan Friendship Neuroendovascular Meeting, 2016.4.20
Toyama
（4）久保道也：硬膜動静脈瘻流出路の実践的静脈解剖 DSA[Dural Shunt & Anatomy]道場 WEST
2016.4.23 大阪
（5）久保道也：富山医療圏における脳卒中急性期治療 －今、求められる さらなる医療連携－
第 32 回富山県脳卒中研究会

2016.5.13 富山

（6）久保道也：認知症の昨日・今日・明日 －正しい知識 正しい理解－ 富山県栄養士会 生
涯教育セミナー 2016.6.18 富山
（7）久保道也：流出路に視点を据えた硬膜動静脈瘻

CVA ワークショップ 2016.7.23 東京

（8）[レクチャー]久保道也：カテーテルの基本 第 16 回北陸脳神経血管内治療懇話会 ハンズ
オン 2016.8.20 富山
（9）梅村公子：口から取り組む！脳卒中対策－もしかして嚥下障害ありませんか－ 済生会富
山病院 市民公開講座

2016.9.11 富山

（10）堀恵美子：未破裂脳動脈瘤の手術支援

－CFD 解析を用いた壁の菲薄部に関する検討－

ストップ！NO 卒中プロジェクト全国エリア会議 in TOYAMA 2016.10.5 富山
（11）古井英介：無症候性頚部頚動脈狭窄に血行再建を勧めないこれだけの理由 第３回新潟脳
神経血管超音波研究会 2016.10.1 新潟
（ 12 ） 久 保 道 也 ： 硬 膜 動 静 脈 瘻 の 治 療 に 役 立 つ 脳 静 脈 解 剖

静 岡 県 Dural AVF 研 究 会

2016.10.15 浜松
（13）古井英介：脳卒中内科にとっての心原性脳塞栓症～最近考えていること～
Network Meeting

砺波地区

2016.11.10 砺波

（14）久保道也：富山県の脳卒中事情 －脳梗塞の二次予防を中心に－ 滑川市医師会学術講演

会 2016.11.11 魚津
（15）久保道也：脳卒中について知ろう －予防と初期対応のポイント－ 富山市医師会地区健
康教育事業 2016.11.17 古志町公民館（富山)
（16）久保道也：脳とからだの変化 －高齢期の栄養状態と低栄養予防－ 平成 28 年度日本栄
養士会東海北陸ブロック研修会 2016.11.27 富山
（17）久保道也：脳卒中について知ろう －予防と初期対応のポイント－ 富山市医師会地区健
康教育事業 2016.11.28 草島地区センター（富山)
（18）久保道也：抗血栓療法に伴う脳卒中リスク－富山医療圏における脳出血症例の検討より－
Stroke Meeting in Toyama

2016.12.13 富山

（19）久保道也：認知症と食 平成 28 年度富山県食育リーダー研修 2017.2.8 富山
（20）古井英介：脳卒中内科にとっての心原性脳塞栓症

第 5 回信州血栓塞栓症研究会

2017.2.11 松本
（21）久保道也：脳卒中の先手必勝 済生会富山病院 市民公開講座 2017.2.26 富山
（22）梅村公子：脳卒中の先手必勝 「治療」済生会富山病院 市民公開講座 2017.2.26 富山
＜泌尿器科＞
◇学会発表
（1）
［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

2016.4.21 富山

（2）
［ポスター］杉本欣之、松原涼子、古澤祐介、渋谷省吾、川岸稔幸、秋本莉奈：当院の透析
液清浄化への取り組み 第 61 回日本透析医学会 2016.6.11 大阪
（3）
［口演］宮口和奈、外間かおり、近村厚子、加藤琴音、保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：下
部尿路閉塞を来し、間欠自己導尿が必要となった高齢者の自宅退院への取り組み 第 29 回
北陸排尿障害研究会 2016.7.3 金沢
（4）
［口演］保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：腎サルコイドーシスの 1 例 第 137 回富山県泌尿
器科医会 2016.10.23 富山
（5）
［口演］木村仁美、保田賢司、風間泰蔵：腎サルコイドーシスの 1 例 第 454 回日本泌尿器
科学会北陸地方会 2016.12.3 金沢
（6）
［口演］保田賢司、木村仁美、風間泰蔵： Burkitt lymphoma の 1 例 第 138 回富山県泌尿
器科医会 2017.1.7 富山
（7）
［口演］風間泰蔵、黒原直美：当院における看護師の医師 IC への関わりを増やすための取
り組み 医療事故・紛争対応研究会第 11 回年次カンファレンス 2017.3.3 横浜
◇講演会
（1）風間泰蔵、木村 寛、野村邦紀、渡部明彦、奥村昌央：前立腺がんの診断と治療・最前線
講演 1 前立腺がんの検診、診断、検査について 富山大学附属病院市民公開講座「前立

腺がんの診断と治療・最前線」 2017.2.5 富山
◇記事掲載・TV 放映・インターネット記事掲載等
（1）風間泰蔵：男性不妊症

2017.1.17、1.24 北日本新聞「ほっとホスピタル 病と健康」

（2）風間泰蔵、木村 寛、打林忠雄：前立腺肥大症の治療 2016.12.23 KNB 放送「教えてドク
ター 中高年のトイレの悩み」
◇その他
（1）木村仁美、保田賢司、風間泰蔵：腎サルコイドーシスの 1 例

富山腎泌尿器疾患研究会

2016.12.3 富山
（2）風間泰蔵：おしっこの悩み 下轡田いきいきサロン 2017.3.13 富山
（3）風間泰蔵：思春期男性の性の悩みとその対応・将来の健康な身体作りのために 高岡厚生
センター管内思春期保健研修会 2017.2.20 富山
＜耳鼻咽喉科＞
◇症例報告
（1）Kimura H, Shojaku H： A case of dysgeusia due to mixed connective tissue disease.
Pract Otol(Kyoto) Suppl. 145:44～45, 2016
（2）木村 寛、中川 肇、浅井正嗣他：22 年間観察し得た小児巨大副咽頭間隙横紋筋肉腫の 1
例

日耳鼻 119：1127～1132, 2016

＜放射線科＞
◇講演会
（1）
［特別講演］蔭山昌成：シャントインターベンション My Routine 透析バスキュラーアク
セス懇話会 2017.1.27 富山
＜歯科口腔外科＞
◇その他の執筆活動
（1）井上さやか、野口 誠：摂食・嚥下. 口の中がわかる ビジュアル 歯科口腔科学読本 全
国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議監修 クインテッセンス出版 3；30-31, 2017
（2）井上さやか、野口 誠：乳幼児の嚥下・吸啜 口の中がわかる ビジュアル 歯科口腔科
学読本 全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議監修 クインテッセンス出版 3；32,
2017
（3）井上さやか：口腔機能改善のためにできること

富山市医師会報 第 550 号 12；21-25,

2016
（4）井上さやか：第 12 回女性歯科医師のリレートーク これからの目標 富山市歯科医師会
29 巻 1 号 2；8, 2017

◇学会発表
（1）[シンポジウム]井上さやか：神経筋疾患患者の嚥下リハビリテーション 第 49 回日本小児
呼吸器学会 2016.10.28-29

富山

◇講演会
（1）井上さやか：緩和医療における口腔ケア 第 24 回緩和ケア講演会 2016.10.7 富山
◇その他
（1）井上さやか：口腔ケア. ほっとホスピタル 病と健康 25 北日本新聞 2017.3.28
＜看護部＞
◇その他の執筆活動
（1）阿野 愛、高岩亜輝子、久保道也：せん妄？意識レベル低下？予防・アセスメント・発症
時の対応 脳の看護実践 2,33-37,2016
◇学会発表
（1）
［ポスター］稲見美津代：グアーガム分解物配合の濃厚流動食の使用経験－下痢抑制効果に
着目して－ 日本脳卒中学会 2016.4.14-4.16 札幌
（2）［口演］千田昌代：手指衛生遵守率向上の取り組み

日本医療マネジメント学会学術総会

2016.4.21-4.23 福岡
（3）
［ポスター］橋本佳子：急性期病院に入院する高齢者のせん妄に対する早期介入を目指して
リスク因子の分析と ICDSC を使用して 日本認知症ケア学会大会 2016.6.3-6.5 神戸
（4）
［ポスター］石田千華：弾性ストッキングに関する勉強会・ワードパレット導入の実施効果
日本看護学会 2016.7.15-7.16 沖縄
（5）
［ポスター］若林昌子：妊娠糖尿病妊婦の出産前における治療継続へのニーズ 日本糖尿病
教育・看護学会 2016.9.17-9.19 山梨
（6）
［口演］才知由香里：手術室新人看護師教育プログラムの検討－新人看護師と指導に関わっ
た手術室看護師の思いから－ 日本手術看護学会 2016.10.13-10.15 岡山
（7）
［ポスター］近村厚子：経腸栄養に伴う下痢に対してアイソカルサポートが有効であった症
例 第 34 回日本静脈経腸栄養学会 2017.2.24 岡山
（8）
［ポスター］村川高明、清水哲朗、高木妙子：当院の NST 介入症例における摂食嚥下機能療
法実施者の現状と今後の課題について

日本静脈経腸栄養学会学術集会 2017.2.23-2.24

岡山
◇講演会
（1）近村厚子：在宅で行う出前ストーマ外来～Win Win ケアの実践～ 第 32 回日本ストーマ排
泄リハビリテーション学会

2017.2.18 愛知

◇その他
（1）金山洋子：北信越ブロック研修報告 平成 28 年度副看護部長研修 2016.6.1 東京

＜薬剤科＞
◇学会発表
（1）深川 裕、篠田健一：抗菌薬（TAZ/PIPC）の適応拡大による使用量の変動 日本病院薬剤
師会 第 27 回北陸ブロック学術大会 2016.11.27 金沢
◇講演会
（1）森田智恵子：知っているだけでこんなに違う！脳卒中に関連した薬剤 済生会富山病院第
9 回脳卒中合宿セミナー 2016.6.25 富山
（2）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 2017.2.26

富山

＜放射線技術科＞
◇学会発表
（1）
［口演］中居香菜恵、藤本勝明：血液信号抑制併用可変型 Flip Angle 高速 SE 法 T1 強調画
像のコントラスト特性の検証 第 9 回中部放射線医療技術学術大会 2016.11.5-6 三重
（2）
［ポスター］山本由利子：拡散強調画像における 4 軸印加方法の比較検討 第 69 回済生会
学会 2017.1.28-29 横浜
（3）
［ポスター］石田咲樹：頭部拡散強調画像における Diffusion Scheme と Diffusion mode の
比較検討 第 69 回済生会学会 2017.1.28-29 横浜
（4）
［口演］石田咲樹、山本由利子、藤本勝明、平野貴大、中居香菜恵、松井幹夫：頭部拡散強
調画像における Diffusion Scheme と Diffusion mode の比較検討 第 9 回北陸三県合同学
術研修会 2017.2.19 福井
◇講演会
（1）高橋亮次：当院の頭頚部 3D-CTA 画像作成方法 第 1 回富山臨床画像セミナー 2016.9.24
富山
（2）藤本勝明：救急医療で臨床医が求める頭部 MRI 検査とは 第 1 回富山臨床画像セミナー
2016.9.24 富山
＜臨床検査科＞
◇学会発表
（1）
［ポスター］中川夏輝： A case of shosin beriberi whole hemodynamics could be assessed
by echocardiography 世界医学検査学会学術集会 2016.8.31-9.4 神戸
（2）
［ポスター］下司洋臣、橋詰綾乃、中川夏輝、古井英介、堀 聡、梅村公子、堀恵美子、柴
田孝、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：頚動脈ステント留置治療後、ステント内に異常構

造物の出現を認めた一例 第 19 回日本栓子検出と治療学会 2016.10.14-15 神戸
（3）
［口演］山本富夫：カラム凝集法と試験管法で反応強度に差が見られた 2 症例 第 34 回日
本輸血・細胞治療学会北陸支部例会 2016.11.12 石川
（4）
［口演］山本富夫、田近洋介：RBC 出庫後輸血実施までの所要時間調査と改善への取り組み
平成 28 年度日臨技中部圏支部 医学検査学会第 55 回 2016.12.11 石川
（5）
［参加型パネルディスカッション］山本富夫：こんなときにどうする 4～北陸バージョン～
第 7 回日本輸血・細胞治療学会北陸支部スキルアップ研修会 2017.3.4 石川
＜病理検査科＞
◇原著
（1）Suzuki H, Kobayashi K, Kosuge Y, Sasaoka Y, Tajika Y, Sugiyama T, Ichikawa T,
Ishihara K： Nattoesse inhibits the high-fatdiet-induced increase in serum lipid
levels in apoE-deficient mice Internal Journal of Analytical Bio-Science
Vol.5,No.1:16-22,2017
◇学会発表
（1）
［ポスター］田近洋介、中島悠樹、折田 恵、浅倉ゆきえ、高橋美貴恵、酒井陽子、風間泰
蔵、井村穣二： A case of primary prostate neuroendocrine tumors appeared in the
urine The32nd World Congress of Biomedical Laboratory Scince 2016.8.31-9.4 神
戸
（2）
［口演］中島悠樹、折田 恵、田近洋介：脳出血の治療を契機に発見された褐色細胞腫の 1
例

富山県医学検査学会 富山 2017.3.11

◇講演会
（1）田近洋介：使用して分かる LBC 長所と短所～TACAS～ 第 5 回びわ湖細胞病理チュートリ
アル 2016.10.15-16 滋賀
＜栄養管理科＞
◇その他
（1）竹之内弘美：今日からできる！減塩の工夫！ 2016.5.31 松若町公民館（富山）
（2）竹之内弘美、高木妙子、濱田竜治、清水哲朗：入院時スクリーニング MNA と CONUT との関
係性 第 23 回富山県 NST 研究会 2016.6.11 ボルファート富山
（3）竹之内弘美：今日からできる！減塩の工夫！ 2016.6.14 田畑北部公民館（富山）
（4）竹之内弘美：集団を対象とした栄養指導（栄養介入）個人を対象とした栄養指導（栄養介
入）
・演習 富山県栄養士会生涯教育研修会 2016.9.3 富山短期大学
（5）竹之内弘美：今日からできる！減塩の工夫！ 2016.9.28 下冨居公民館（富山）
（6）竹之内弘美：嚥下障害がある方への栄養管理 補助食品の上手な使い方

平成 28 年度摂食

嚥下障害看護合同勉強会 2016.11.19 富山県済生会富山病院

＜臨床工学科＞
◇学会発表
（1）
［DP］杉本欣之：当院の透析液清浄化への取り組み 第 61 回日本透析医学会学術集会・総
会

2016.6.10 大阪

＜リハビリテーション科＞
◇学会発表
（1）
［ポスター］松下一紀、三井普祐子、稲垣麻恵、高西浩佑、笹木菜奈未、高岩亜輝子、柴田
孝：急性期病院における ADL 自立度と介護保険サービスとの関係 第 51 回日本理学療法
学術大会 2016.5.27-29 札幌
（2）
［口演］護摩堂秀之助、佐藤宏隆、吉野 修、高岩亜輝子、山西潤一：タブレット端末を用
いた有効視野評価 第 50 回日本作業療法学会 2016.9.9-11 札幌
（3）
［ポスター］笹木菜奈未、護摩堂秀之助、佐藤宏隆、高岩亜輝子、柴田

孝、山西潤一：脳

卒中患者に対するタブレット PC を用いた有効視野評価 第 53 回日本リハビリテーション
医学会学術集会 2016.6.9-11 京都
（4）
［ポスター］松下一紀、大原一将、小中亮介、中川夏輝、荒木綾香、堀内綾乃、千代理絵、
相山扶美、山本智美、大屋由佳、宮坂麗子、松下優季、浦野啓子、織田洋輔、庵 弘幸、
野々村誠、亀山智樹、井上

博：心臓リハビリテーション中間時の嫌気性代謝域値の酸素

摂取量の変化が最終時の最高酸素摂取量に及ぼす影響 第 22 回心臓リハビリテーション
学会 2016.7.16-17 東京
（5）
［口演］甚内千明、高岩亜輝子、石橋香澄、堀恵美子、久保道也、堀江幸男：「止まると見
えない」視覚性静止失認（visual static agnosia）を呈した脳梗塞の一例 第 40 回日本
神経心理学会学術集会 2016.9.15-16 熊本
（6）
［口演］松下一紀、大原一将、小中亮介、中川夏輝、荒木綾香、堀内綾乃、千代理絵、相山
扶美、山本智美、大屋由佳、宮坂麗子、松下優季、浦野啓子、織田洋輔、庵

弘幸、野々

村誠、亀山智樹、井上 博：心臓リハビリテーション中間時の最高酸素摂取量の変化が最
終時の最高酸素摂取量に及ぼす影響

第 22 回心臓リハビリテーション学会

2016.10.1

石川
（7）
［口演］小中亮介、松下一紀、大原一将、中川夏輝、荒木綾香、堀内綾乃、千代理絵、相山
扶美、山本智美、大屋由佳、宮坂麗子、松下優季、浦野啓子、織田洋輔、庵

弘幸、野々

村誠、亀山智樹、井上 博：当院における「市民公開講座」の現状と課題 第 2 回心臓リ
ハビリテーション北陸地方会 2016.10.1 石川

（8）
［口演］佐々木正詞、高柳賢、小中亮介、遠田謙信、織田洋輔、藤井秀人：人工股関節全置
換術後の在院日数短縮に必要な 2 つの要素 第 43 回日本股関節学会 2016.11.4-5 大阪
（9）
［ポスター］佐々木正詞、高柳賢、織田洋輔、藤井秀人：人工股関節全置換術後の在院日数
短縮に必要な 2 つの要素 第 71 回富山県医学会 2017.1.29 富山
◇講演会
（1）護摩堂秀之助：脳トレーニング～前頭葉を鍛える～ 2016.7.6 石坂公民館（富山）
（2）角口雅彦：家でもできる手のリハビリテーション 2016.9.7 豊若町公民館（富山）
（3）大門普祐子：腰痛・膝痛予防 2016.9.7 豊若町公民館（富山）
（4）殿村友香：ポジショニングについて 2016.9.29

黒部温泉病院（富山）

（5）魚津千春：転倒予防 2017.1.13 高園町公民館（富山）
（6）山本晃彦：失語症の評価・訓練 富山県言語聴覚士会研修会 2017.1.15

富山

（7）山本晃彦：
「前頭葉に散在的な梗塞により意識障害と失語を呈した症例」
「10 年前の中咽頭
癌の放射線治療により晩期発症の嚥下障害」 第 471 回北陸言語障害研究会

2017.3.11

◇その他
（1）高柳 賢：緩和ケアのリハビリテーション 緩和ケア週間 2016.10.3-4
（2）高柳 賢：ここがスゴイ！当院のリハビリ 市民公開講座 2016.10.16
（3）森

富山
富山

拓也：側方突進現象とは～体性感覚アプローチが有効であった症例～ 脳卒中連携合

同勉強会 2017.1.19 富山
＜歯科口腔外科＞
◇その他
（1）坂口奈美子：
「機能的口腔ケアの手技とその効果」 富山市医師会看護研修会

2016.8.20

富山
（2）坂口奈美子：
「機能的口腔ケア」 看護協会北陸支部研究会 2016.9.3

富山

（1）坂口奈美子：
「口の健康について～口腔ケアをやってみよう～」地域包括支援 2016.11.15
富山

