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＜内科＞ 

◇学会発表 

（1）［ポスター］大原一将、亀山智樹、庵 弘幸、野々村誠、井上 博：腎静脈血流パターンは右

心系だけでなく左室駆出率、僧帽弁逆流の程度に関連する 日本心エコー図学会第 29 回

学術集会 2018.4.26-28 岩手 

（2）［ポスター］北野香織、伊藤みか、桑野剛英：経口血糖降下薬を投与するもケトーシスを繰

り返し ketosis-prone Type2 Diabetesと考えられた１例 第 61回日本糖尿病年次学術集

会 2018.5.26 東京 

（3）［口演］大原一将、亀山智樹、庵 弘幸、野々村誠、井上 博：重症下肢虚血病変にクロッサ

ーシステムを使用し先端チップが破損してベイルアウトできなかった症例 第 136 回日本

循環器学会北陸地方会 2018.7.8 富山 

（4）［口演］大原一将、亀山智樹、庵 弘幸、野々村誠、井上 博：当院における薬剤溶出性バル

ーンの使用成績 第 136回日本循環器学会北陸地方会 2018.7.8 富山 

（5）［口演］大原一将、亀山智樹、中川夏輝、水野智恵美、橋詰綾乃、下司洋臣、須原葉子、大屋

由佳、片口 彩、浦野啓子、小中亮介、松下一紀、庵 弘幸、野々村誠、井上 博：運動耐用能

は右心機能と関連する 第 24 回日本心臓リハビリテーション学術集会 2018.7.14-15 横

浜 

（6）［口演］佐野 功、伊藤みか：HbAic 異常低値から判明した異常ヘモグロビン症の１例 第

237回日本内科学会北陸地方会 2019.3.17 金沢 

◇講演会 

（1）西川 潤：メタボリックシンドローム予防を目指して 武器はカラダ。婚活×美活体験型健康

ツアー 2018.7.13 富山 

（2）西川 潤：予防できる「がん」 健康ミニ講座 2018.10.19 富山 

（3）大原一将：病院での心不全地域連携 第１回富山心不全包括治療カンファレンス 2018.12.7 

富山 

（4）西川 潤：インフルエンザとノロウイルス胃腸炎 健康教育研修会 2018.12.7 富山 

（5）大原一将：臓器うっ血を考察する Heart failure conference 2018.12.21 富山 

（6）西川 潤：退職後の健康管理 退職者説明会 2019.2.8 富山 

 

 

 



＜外科＞ 

◇学会発表 

（1）［ポスター］坂東 正、平野勝久、大澤宗士、岩本真也、菓子井良郎：好酸球性膵炎の 1 例 

第 104回日本消化器病学会総会 2018.4.20 東京 

（2）［ポスター］平野勝久、坂東 正：Evaluation of hand-sewn without closure the edge of 

pancreas in distal pancreatectomy 第 30回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2018.6.8 

横浜 

（3）［ポスター］坂東 正、菓子井良郎、渋谷和人、藤井 努：肝細胞癌に対する球状塞栓物質に

よる肝動脈化学塞栓療法の検討 第 54回日本肝臓学会総会 2018.6.14 大阪 

（4）［ポスター］坂東 正、蔭山昌成、菓子井良郎、渋谷和人：球状塞栓物質による TACEの短期

成績 第 54回日本肝癌研究会 2018.6.28 久留米 

（5）［口演］平野勝久、坂東 正、大澤宗士、清水哲朗：膵体尾部切除術におけるドレーン抜去

時期の検討 第 49回日本膵臓学会大会 2018.6.29 京都 

（6）［口演］坂東 正、平野勝久、大澤宗士、清水哲朗、藤井 努：80歳以上の超高齢者肝切除術 

第 73回日本消化器外科学会学術総会 2018.7.11 鹿児島 

（7）［口演］平野勝久、坂東 正、大澤宗士、清水哲朗、岩本真也、菓子井良郎：80歳以上の高

齢者胃癌における治療方針の検討 第 73 回日本消化器外科学会学術総会 2018.7.11 鹿

児島 

（8）［口演］坂東 正、小島博文、大澤宗士、清水哲朗、関根慎一、渋谷和人、吉岡伊作、藤井 

努：PPPD-II-A 再建の術後長期経過における諸問題 第 45 回日本膵切研究会 2018.8.25 

札幌 

（9）［口演］坂東 正、渋谷和人、藤井 努：胆嚢結石合併胆管結石症に対する胆管切開一期的縫

合閉鎖術 第 54 回日本胆道学会学術集会 2018.9.28 千葉 

（10）［口演］出村しおり、坂東 正、藤井 努：胆嚢嚢胞の 1例 2018.9.28 千葉 

（11）［ポスター］坂東 正、大澤宗士、渋谷和人、藤井 努、井村譲二：A case of hepatocellular 

carcinoma treated by hepatectomy and preoperative DEB-TACE 第 56回日本癌治療学

会総会 2018.10.19 横浜 

◇講演会 

（1）清水哲朗：感染対策担当者養成講習 富山県感染対策協議会 2018.11.17 富山 

 

＜整形外科＞ 

◇原著 

（1）藤井秀人、佐々木正詞、高柳 賢、松永英里、亀沢祐香：TKAの術野カクテル注射の除痛効

果の欠点を補う術翌日追加カクテル注射の試み 整形・災害外科 61：1219‐1296, 2018  

（2）藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、相川敬男:プレカットトライアル挿入時のギャップ評価に



Curved gap gaugeを用いた経験 日本人工関節学会誌 48：435-435, 2018 

（3）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

ステロイドは必要か？- 日本人工関節学会誌 48：449-450, 2018 

（4）藤井秀人、高嶋勇人：大腿骨遠位端と脛骨近位端のみを骨切りした時点での伸展位骨ギャ

ップの評価は正しいのか？-プレカット法との比較- JOSKAS 44：172-173, 2019 

（5）藤井秀人、高嶋勇人：ACL,PCL温存 TKA Vanguard XPの使用経験 JOSKAS 44：266-267, 

2019 

◇学会発表 

（1）［口演］藤井秀人：TKAの出血・疼痛・血栓対策 ドレーン入れる?硬膜外?IVPCA?いつから

動かす? 第 9回北陸 TKA勉強会 2018.4.7 金沢 

（2）［口演］藤井秀人、吉田 晃、伊藤貴明、相川敬男：正確にギャップを合わせられる金山式

プレカット法-Curved gap gaugeを用いた経験- 第 130回中部日本整形外科災害外科学会 

2018.4.20-21 松山 

（3）［口演］藤井秀人、高嶋勇人：ACL,PCL 温存 TKA Vanguard XP の使用経験 10th.JOSKAS 

2018.6.14-16 福岡 

（4）［口演］藤井秀人、高嶋勇人：大腿骨遠位端と脛骨近位端のみを骨切りした時点での伸展位

骨ギャップの評価は正しいのか？-プレカット法との比較- 10th.JOSKAS 2018.6.14-16 

福岡 

（5）［口演］藤井秀人、吉田 晃、相川敬男、高嶋勇人：TKAの術後疼痛対策-術翌日追加カクテ

ル注射にステロイドは必要か？- 第 46回北陸リウマチ関節外科研究会 2018.7.22 金

沢 

（6）［口演］藤井秀人、瀬島知治、小中亮介：両側大腿骨内顆に広範に生じ、片側は手術を要し

たが片側は保存的に治癒した離性骨軟骨炎の一例 第 44 回日本整形外科スポーツ医学会  

2018.9.7-9 徳島 

（7）［口演］藤井秀人、吉田 晃、相川敬男、高島勇人：CS型モバイル、Vanguard ROCCの使用

経験-PCL切除による大腿骨コンポーネントのサイズアップは?- 第 131回中部日本整形

外科災害外科学会 2018.10.5-6 倉敷 

（8）［口演］藤井秀人：伸展機構が破綻した 2症例、これからどうしよう 第 10回北陸 TKA勉

強会 2018.11.3 富山 

（9）［口演］藤井秀人、吉田 晃、相川敬男、高島勇人：Curved gap gaugeで最終骨切り前の

ギャップ評価をするプレカット法の経験 第 46回日本関節病学会 2018.11.9-10 岡山 

（10）［口演］藤井秀人、吉田 晃、高嶋勇人、吉田泰久：プレカット法 TKAの伸展ギャップ評価

について-modified gap 法のスペーサーブロックでの骨ギャップ評価との違い- 第 49 回

日本人工関節学会 2019.2.15-16 東京  

（11）［口演］藤井秀人、吉田 晃、高嶋勇人、吉田泰久：最終骨切り前のギャップ評価に



Curved gap gaugeを用いるプレカット法の経験 第 49回日本人工関節学会 2019.2.15-

16 東京  

（12）［口演］藤井秀人、吉田 晃、高嶋勇人、吉田泰久：CS型モバイル、Vanguard ROCCの使

用経験-PCL切除による大腿骨コンポーネントのサイズアップは必要か?- 第 49回日本人

工関節学会 2019.2.15-16 東京  

◇講演会 

（1）藤井秀人：高齢者の膝の痛みについて 済生会富山病院市民公開講座 2018.7.8 富山 

（2）藤井秀人：TKAの術後疼痛対策-術翌日追加カクテル注射- MDM Knee Forum 2018.10.19 

東京 

（3）藤井秀人：野球肘ってどんな病気？ 気をつけよう、投げ過ぎ、フォームと柔軟性 済生

会富山病院市民公開講座 2019.1.14 富山 

（4）藤井秀人：野球肘ってどんな病気？ 気をつけよう、投げ過ぎ、フォームと柔軟性 富山

少年野球リーグ「医学セミナー」 2019.3.13 富山 

 

＜脳神経外科・脳卒中内科＞ 

◇著書 

（1）久保道也：完全版 脳血管内治療学 発生学・血管の variation：静脈の variation：上矢

状静脈洞・横静脈洞・S状静脈洞・静脈洞交会 メディカ出版 50-53, 2018 

（2）久保道也：完全版 脳血管内治療学 血管病理学：硬膜動静脈瘻：硬膜における生理的動

静脈吻合・dAVF の病理と動静脈瘻の発生 メディカ出版 300-302, 2018 

◇原著 

（1）Sakai N, Ota S, Matsumoto Y, Kondo R, Kubo M, Tsumoto T, Enomoto Y, Kataoka T, 

Imamura H, Todo K, Hayataka M, Yamagami H, Toyoda K, Ito Y, Sugiu K, Matsumaru Y, 

Yoshimura S, RIVER JAPAN Investigators. Efficacy and Safety of REVIVE SE 

Thrombectomy Device for Acute Ischemic Stroke: River JAPAN (Reperfuse Ischemic 

Vessels with Endovascular Recanalization Device in Japan). Neuro Med Chir(Tokyo) 

58,164-172, 2018 

（2）Tanaka T, Yamagami H, Ihara M, Miyata T, Miyata S, Hamasaki T, Amano S, Fukuma K, 

Yamamoto H, Nakagawara J, Furui E, Uchiyama S, Hyun B, Yamamoto Y, Manabe Y, Ito 

Y, Fukunaga R, Abumiya T, Yasaka M, Kitagawa K, Toyoda K, Nagatsuka K. Association 

of CYP2C19 Polymorphisms With Clopidogrel Reactivity and Clinical Outcomes in 

Chronic Ischemic Stroke. Circ J. 2019 Apr 19. doi:10.1253/circj.CJ-18-1386. ［Epub 

ahead of print］ PubMed PMID: 31006731. 

（3）Itabashi R, Furui E, Suzuki I, Kikuchi T, Kondo R, Matsumoto Y, Fujiwara S. 

Iatrogenic Extravasation and Extracranial ICA Dissection during Neurointervention 



Evaluated by Transoral Carotid Ultrasonography: Case Report. J Vasc Interv Neurol. 

2018 Jun;10(1):66-67. PubMed PMID: 29922410; PubMed Central PMCID: PMC5999299. 

（4）Yoshimura S, Sakai N, Uchida K, Yamagami H, Ezura M, Okada Y, Kitagawa K, Kimura 

K, Sasaki M, Tanahashi N, Toyoda K, Furui E, Matsumaru Y, Minematsu K, Morimoto 

T. Endovascular Therapy in Ischemic Stroke With Acute Large-VesselOcclusion: 

Recovery by Endovascular Salvage for Cerebral Ultra-Acute Embolism Japan Registry 

2. J Am Heart Assoc. 2018 Apr 25;7(9). pii: e008796. doi:10.1161/JAHA.118.008796. 

PubMed PMID: 29695384; PubMed Central PMCID: PMC6015290. 

（5）Itabashi R, Yazawa Y, Shigehatake Y, Furui E. A Case of Intrathoracic Carotid 

Bifurcation Without Klippel-Feil Syndrome. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 

Jan;27(1):e15-e16. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.040. Epub 2017 Sep 

28. PubMed PMID: 28967590. 

（6）堀恵美子、堀 聡、岡本宗司、柴田 孝、梅村公子、久保道也、古井英介、堀江幸男、黒田 

敏：疼痛のみで発症した椎骨動脈解離の臨床像. No Shinkei Geka 脳外 46,295-298, 2018 

（7）髙 正圭、久保道也：倒・転落 画像の着目ポイント (硬膜外血腫、骨折・外傷など) エキ

スパートナース, p56-61, 2019 

◇その他の執筆活動 

（1）久保道也：嚥下障害（えんげしょうがい） 富山県脳卒中の会 会報 1号, 4-8, 2018 

（2）古井英介：脳塞栓の予防 富山県脳卒中の会 会報１号, 9-10, 2018 

（3）髙 正圭：富山県脳卒中データベース 富山県脳卒中の会 会報１号, 11-14, 2018 

（4）久保道也：巻頭言「ナースの皆さんへ」 ちびナス・脳神経 メディカ出版, 2018, p3 

（5）髙 正圭：解剖と生理 ちびナス・脳神経 メディカ出版, 2018, p9-22 

（6）岡本宗司：機能評価 ちびナス・脳神経 メディカ出版, 2018, p83-94 

（7）古井英介：薬剤 ちびナス・脳神経 メディカ出版, 2018, p95-104 

◇学会発表 

（1）［口演］元野 壮、久保道也、岡本宗司、髙 正圭、白石啓太朗、城 泰輔、堀江幸男、古井

英介、桑山直也、黒田 敏：入院後に急速増大して破裂した椎骨動脈解離性動脈瘤の 1 例 

第 102回富山県脳神経外科医会 2018.4.4 富山 

（2）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、古井英介、髙 正圭、白石啓太朗、城 泰輔、堀江

幸男、黒田 敏：塞栓術中に P1の血栓性閉塞をきたした脳底動脈先端部動脈瘤の１例 第

49回日本脳神経血管内治療学会中部地方会 2018.4.7 名古屋 

（3）［シンポジウム］古井英介、城 泰輔、白石啓太朗、髙 正圭、岡本宗司、久保道也、堀江幸

男：決定版！「超音波による頸動脈病変の標準的評価法 2017」徹底解説 日本超音波医学

会第 91 回学術集会合同企画：頚動脈狭窄の評価 第 37 回日本脳神経超音波学会総会 

2018.6.9 神戸 



（4）［口演］久保道也、岡本宗司、髙 正圭、白石啓太朗、城 泰輔、堀江幸男、古井英介、浅尾

智子、稲見美津代：t-PA 静注療法症例をいかにして増やすか-多職種脳卒中チームによる

取り組み- 第 21 回日本臨床脳神経外科学会 2018.7.14-15 金沢 

（5）［口演］久保道也、岡本宗司、髙 正圭、白石啓太朗、城 泰輔、堀江幸男、古井英介、井上

さやか：延髄外側梗塞症例の病巣部位と嚥下障害-椎骨動脈の解離病変と動脈硬化性閉塞

病変の違い- 第 24回日本摂食嚥下リハビリテーション学会 2018.9.8-9 仙台 

（6）［口演］古井英介、城 泰輔、白石啓太朗、髙 正圭、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：Internal 

carotid artery webが疑われた１例 第 21回日本栓子検出と治療学会 2018.9.30 東京 

（7）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、髙 正圭、加茂徹大、城 泰輔、堀江幸男、古井英

介、黒田 敏：4D-CT を用いた DISH(Forestier 病)における嚥下障害進行度評価 第 23 回 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 2017.9.15-16 幕張 

（8）［ポスター］髙 正圭、赤井卓也、富田隆浩、永井正一、黒田 敏：新規酵素阻害剤 OTS964の

glioma 皮下腫瘍モデルへの効果 第 77 回日本脳神経外科学会学術総会 2018.10.10-12 

仙台 

（9）［口演］岡本宗司、久保道也、古井英介、髙 正圭、加茂徹大、城 泰輔、堀江幸男、桑山直

也、黒田 敏：STA pull-through法を用いて右上腕動脈経由で CAS を施行した右頚部内頚

動脈狭窄症の一例 第 104回富山県脳神経外科医会 2018.11.7 富山 

（10）［口演］久保道也：SAH発症の ASA動脈瘤を伴った CCJ-AVシャントの一例 第 5回東京脈

管神経血管内治療学セミナー：SAINT 2018.11.10 東京 

（11）［口演］久保道也：多発性硬膜動静脈瘻治療後に顕在化した CCJ-AVシャントの一例 第 5

回東京脈管神経血管内治療学セミナー：SAINT 2018.11.10 東京 

（12）［口演］古井英介、城 泰輔、白石啓太朗、髙 正圭、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：持

続性片側頭痛の診断基準を満たし頭痛のみ呈した海綿静脈洞硬膜動静脈瘻の１例 第 46

回第日本頭痛学会総会 2018.11.16 神戸 

（13）［口演］岡本宗司、久保道也、城 泰輔、白石啓太朗、髙 正圭、堀江幸男、古井英介、桑

山直也、黒田 敏：鎖骨下動脈狭窄症・閉塞症に対するステント留置術＜CTOに対する CART

テクニックの有用性＞ 第 34回日本脳神経血管内治療学会学術総会 2018.11.22-24 仙

台 

（14）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、髙 正圭、加茂徹大、城 泰輔、堀江幸男、古井

英介、黒田 敏：硬膜動静脈瘻症例における静脈洞に並行する血管集束＜硬膜静脈開口部、

生理的動静脈吻合、リンパ管の視点で見た parallel sinus＞ 第 34 回日本脳神経血管内

治療学会学術総会 2018.11.22-24 仙台 

（15）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、髙 正圭、加茂徹大、城 泰輔、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進行過程＜動静脈シャントの病態

形成とその特徴＞ 第 34回日本脳神経血管内治療学会学術総会 2018.11.22-24 仙台 



（16）［口演］岡本宗司、久保道也、古井英介、髙 正圭、加茂徹大、城 泰輔、堀江幸男、桑山

直也、黒田 敏：STA pull-through 法を用いて右上腕動脈経由で CAS を施行した右頚部内

頚動脈狭窄症の１例 第 27回北陸 IVNR研究会 2019.1.26 金沢 

（17）［口演］久保道也、岡本宗司、髙 正圭、加茂徹大、城 泰輔、堀江幸男：延髄外側梗塞症

例の病巣部位と嚥下障害-椎骨動脈の解離病変と動脈硬化生閉塞病変の違い- Stroke 

2019 第 44回日本脳卒中学会 2019.3.21-23 横浜 

（18）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、髙 正圭、加茂徹大、城 泰輔、堀江幸男、古井

英介、黒田 敏：硬膜動静脈シャントが静脈洞に流出する開口部の局在-硬膜静脈の生理的

開口部との関係- Stroke 2019 第 48回日本脳卒中の外科学会 2019.3.21-23 横浜 

（19）［口演］髙 正圭、早川由美子、赤井卓也、黒田 敏：マウス中大脳動脈閉塞モデルにおけ

る multilineage-differentiating stress enduring (Muse)細胞の動態解析 Stroke 2019 

第 48回日本脳卒中の外科学会 2019.3.21-23 横浜 

（20）［口演］髙 正圭、黒田 敏, TOY STORE Group：富山県脳梗塞超急性期治療の現状と課題-

TOY STORE研究 Stroke 2019 第 48回日本脳卒中の外科学会 2019.3.21-23 横浜 

◇講演会 

（1）久保道也：脳卒中センターの現状と課題 富山大学臨床講義 2017.5.29 富山 

（2）古井英介、城 泰輔、白石啓太朗、髙 正圭、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：原因が確定

できた稀な脳梗塞の２症例 Expert Forum on Stroke 2018 2018.5.8 富山 

（3）久保道也：脳卒中二次予防のための医療連携とチーム構築 沼津・三島医師会 地域医療連

携セミナー 2018.7.19 沼津  

（4）古井英介：いわゆる「頚動脈エコーガイドライン」、その後 第 10 回東北頚動脈研究会 

2018.7.28 仙台 

（5）［レクチャー］久保道也：カテーテルの基本 第 18 回 北陸脳神経血管内治療懇話会 ハン

ズオン 2018.8.18 富山 

（6）［エデュケーショナルセミナー］古井英介：頚動脈病変で重要な事、本当に危険な病変とは？ 

東北血管エコーセミナー2018 2018.8.25 仙台 

（7）古井英介：脳梗塞で何が重要か？ 石川県臨床内科医会 2017.9.8 石川 

（8）久保道也：脳卒中診療医の視点で考える 病診連携と院内多職種チーム構築の重要性 滋

賀県南部地区地域包括ケア講演会 2018.9.13 滋賀 

（9）髙 正圭：経シルビウス法における初心者が陥るピットフォール 第 7回富山マイクロ手術

道場 2018.9.16 富山 

（10）久保道也：脳卒中二次予防のための医療連携とチーム構築 脳卒中 Total Careフォーラ

ム 2018 2018.9.21 岡山 

（11）久保道也：脳卒中二次予防のための医療連携とチーム構築 高齢者脳卒中ケアカンファレ

ンス 2018.10.16 静岡 



（12）久保道也：医科歯科連携が拓く摂食嚥下の地域包括ケア 滑川医科歯科セミナー 

2018.10.18 富山 

（13）久保道也：摂食嚥下の構造と機能およびその障害(1)-(5) 摂食嚥下障害看護認定看護師

研修講義 2018.10.22 富山 

（14）久保道也：摂食嚥下の構造と機能およびその障害(6)-(8) 摂食嚥下障害看護認定看護師

研修講義 2018.10.29 富山 

（15）久保道也：摂食嚥下とその障害 —解剖と機能を理解するともっと面白くなる- 富山摂食

嚥下勉強会 2018.10.27 富山 

（16）久保道也：脳卒中は予防が一番 時間が二番 済生会富山病院市民公開講座 2018.2.13 

富山 

（17）久保道也：脳卒中診療医の視点で考える 病診連携と院内多職種チーム構築の重要性 砺

波市医師会学術講演会 2018.10.27 砺波 

（18）髙 正圭、黒田 敏、TOY STORE Group：富山県脳梗塞超急性期治療の現状と課題-TOY STORE

研究 第 7回脳神経外科夜話会 2018.11.13 富山 

（19）久保道也：脳卒中…予防が一番、時間が二番 八人町健康セミナー 2018.11.28 富山 

（20）久保道也：脳卒中は…予防が一番 脳卒中公開講座/日本脳卒中協会 2018.12.1 富山 

（21）久保道也：脳卒中と嚥下障害 -医療連携とチーム構築の視点から- 浜松市脳卒中地域連

携ミーティング 2019.2.1 浜松 

（22）久保道也：超高齢社会における栄養管理の重要性-脳卒中・認知症を中心に- 日本栄養改

善学会北陸支部学術総会 2019.2.24 富山 

（23）久保道也：脳卒中診療医の視点で考える病診連携と院内多職種チーム構築の重要性 第 5

回福井脳心臓血管セミナー 2019.3.12 福井 

◇記事掲載・TV放映・インターネット記事掲載等 

（1）冬の脳卒中 BBT富山テレビ：富山いかが de SHOW 2019.1.12 

 

＜泌尿器科＞ 

◇症例報告（論文） 

（1）風間泰蔵、保田賢司、木村仁美：トルコ鞍空洞症に伴う高プロラクチン血症が原因と考え

られた男性不妊症の１例 泌尿器科紀要 第 65巻 2号 P55-59 2019.2 

◇学会発表 

（1）［口演］席 望、保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：左腸腰筋膿瘍の１例 第 143 回富山県泌

尿器科医会 2018.4.26 富山 

（2）［口演］風間泰蔵、保田賢司、木村仁美：トルコ鞍空洞症に伴う高プロラクチン血症が原因

と考えられた男性不妊症の１例 第 54回北陸生殖医学会総会 2018.6.3 金沢 

（3）［口演］石浦義之、新倉 晋、浅利豊之、風間泰蔵、長坂康弘：A型ボツリヌス毒素製剤膀胱



壁内注入(BTX)を施行した難治性過活動膀胱(OAB)７症例の注入前における臨床的特徴 第

31回北陸排尿障害研究会 2018.7.1 金沢 

（4）［口演］保田賢司：膀胱粘膜下腫瘍の１例 第 145回富山県泌尿器科医会 2018.7.26 富

山 

（5）［ポスター］保田賢司：腎動脈瘤を合併した径 4cm の腎静脈瘤を伴う腎動静脈瘻の１例 第

68回日本泌尿器科学会中部総会 2018.10.5 富山 

（6）［口演］保田賢司：頻尿を初発症状とした GTST の１例 第 145 回富山県泌尿器科医会 

2018.10.25 富山 

（7）［口演］木村仁美、保田賢司、風間泰蔵：腎盂リンパ上皮腫様癌の１例 第 462回日本泌尿

器科学会北陸地方会 2018.12.2 金沢 

（8）［口演］風間泰蔵、保田賢司、木村仁美：骨髄脂肪腫の１例 第 146回富山県泌尿器科医会 

2019.1.12 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：インフォームド・コンセントに看護師同席・患者の支援 日本経済新聞電子版

記事 

（2）保田賢司：夜間頻尿の判断と治療 富山市医師会報 P13-18 2018.10.25  

（3）木村仁美：尿路結石症（上）（中）（下） 2019.2.5、2.19、2.26 北日本新聞「ほっとホ

スピタル 病と健康」 

◇その他 

（1）風間泰蔵：男性不妊について 不妊講義・相談会 2018.8.25 富山 

 

＜耳鼻咽喉科＞ 

◇総説 

（1）木村 寛、田近洋介：特集唾液腺とその周辺 総論-唾液腺疾患の検査- JOHNS,34 432-

436,2018 

◇学会発表 

（2）［口演］木村 寛、菓子井良郎、安藤孝将：希少な長さ 1mの食道異物の１例 第 70回日耳

鼻富山県地方部会総会 2018.4.8 富山 

 

＜歯科口腔外科＞ 

◇その他の執筆活動 

（1）井上さやか：嚥下外来の紹介 富山市歯科医師会会報 104, 16-17, 2018 

◇講演会 

（1）井上さやか：当院における OSASに対する口腔内装置の介入 済生会富山病院 SAS地域連携

の会 2018.9.25 富山 



（2）井上さやか：口腔機能を最大限に発揮するために 続・今日から役立つ高齢者の口腔健康

管理実践セミナー 2018.10.4 富山 

（3）井上さやか：口腔機能を最大限に発揮するために 続・今日から役立つ高齢者の口腔健康

管理実践セミナー 2018.10.18 砺波 

（4）井上さやか：口腔機能を最大限に発揮するために 続・今日から役立つ高齢者の口腔健康

管理実践セミナー 2018.11.15 高岡 

（5）井上さやか：口腔機能を最大限に発揮するために 続・今日から役立つ高齢者の口腔健康

管理実践セミナー 2018.11.29 魚津 

 

＜看護部＞ 

◇原著 

（1）前田加代子、茂野 敬、伊井みず穂、梅村俊彰、若林昌子、安田智美：2型糖尿病患者のセ

ルフケア行動に関連する要因の検討 富山大学看護学会誌 第 18巻 1 号 14-24, 2019  

（2）前田加代子、茂野 敬、伊井みず穂、梅村俊彰、若林昌子、安田智美：性別における 2型糖

尿病患者のセルフケア行動に関連する要因の検討-足の状態、フットケアの自己効力感に焦

点を当てて- 富山大学看護学会誌 第 18巻 1号 25-36, 2019 

◇その他の執筆活動 

（1）佐伯美保、稲見美津代、堀田裕子：ちびナス・脳神経 メディカ出版, 2018, p68-82 

◇学会発表 

（1）［口演］吉田美帆、舟田あい子、近村厚子、遠田謙信、風間泰蔵：当院における排尿誘導の

実際-トイレ誘導の波及効果として基本的 ADL の拡大が見られた１例を通して- 第 31 回

北陸排尿障害研究会 2018.7.1 金沢 

（2）［ポスター］前田加代子、茂野 敬、伊井みず穂、梅村俊彰、若林昌子、安田智美：2型糖尿

病患者のセルフケア行動に関連する要因の検討-性別、フットケアの自己効力感に焦点を

当てて- 日本看護研究学会第 44回学術集会 2018.8.18 熊本 

（3）［ポスター］村川高明：摂食嚥下・栄養管理の連携ネットワーク構築に向けて 第 24 回日

本摂食嚥下リハビリテーション学術大会 2018.9.8 仙台 

（4）［ポスター］横井よしみ：rt-PA 療法におけるチームパフォーマンス向上への取り組み-脳

卒中救急ワーキンググループの活動報告- 第 45回日本脳神経看護研究学会 2018.10.13 

仙台 

（4）［ポスター］前川典子：RST・吸入療法 第 28 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

2018.11.9 千葉 

（5）［ポスター］髙場日奈子、大原一将、亀山智樹、浅尾智子、柳原照代、沖本真由子、松原涼

子、山本晃彦、松下一紀、作田甚太郎、相山扶美、島井みさと、庵 弘幸、野々村誠、井上 

博：多職種の連携により外出を実現できた末期心不全患者の１例 日本心臓リハビリテー



ション学会第 4回北陸支部地方会 2018.10.27 金沢 

（6）［口演］前田加代子、若林昌子、安藤百合絵、佐野功、伊藤みか：水疱性類天疱瘡を発症し

た認知症合併症糖尿病患者に対する療養指導 第 34 回富山県糖尿病懇話会 2018.11.24 

富山 

（7）［ポスター］飯野由美子、谷歩奈美、根建 愛、岡村有美江、表寺朱美、高堂昌子、風間泰

蔵：転倒転落後経過観察パス取り組み後の現状分析 第 73 回富山県医学会 2019.1.29 

富山 

（8）［ポスター］若林昌子：外来糖尿病教育コースの取り組みの成果 第 71 回済生会学会 

2019.2.24 富山 

（9）［口演］芹田真理子、村川高明、坂口美奈子、中澤 遥、堀井亜耶、黒木佑宇香、稲見美津

代、浅尾智子：急性期脳神経外科病棟の Oral Health Assessment Tool（OHAT）導入によ

る新たな口腔内評価の取り組み  STROKE2019 第 44 回日本脳卒中学会学術集会 

2019.3.23 横浜 

◇講演会 

（1）藤縄マスミ：当院のがん相談体制における取組と今後の課題-がん患者指導管理料算定から

考えられること- 第 41回緩和医療研究会 2018.11.10 富山 

◇記事掲載・TV放映・インターネット記事掲載等 

（1）舟田あい子：皮膚の創傷 2018.12.4、12.11、12.18 北日本新聞「ほっとホスピタル 病

と健康」 

（2）橋本佳子：認知症について 2018.4.10、4.17、4.24 北日本新聞「ほっとホスピタル 病

と健康」 

 

＜薬剤科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］林 克紀、近村厚子、高木妙子、村川高明、竹之内弘美、坂口奈美子、濱田竜治、

井上さやか、清水哲朗：褥瘡の改善と栄養指標（血液関連指標）の関連について 第 34回

日本静脈経腸栄養学会学術集会 2019.2.15 千葉 

（2）［口演］篠田健一、芝田和輝、新家由莉、立川一匡、濱田竜治、庵 弘幸、大原一将、野々

村誠、亀山智樹：心肺蘇生時における抗不整脈薬セット運用による薬剤師の取り組み 第

71回済生会学会 2019.2.24 富山 

（3）［口演］林 克紀、近村厚子、髙木妙子、村川高明、竹之内弘美、坂口奈美子、濱田竜治、

井上さやか、清水哲朗：褥瘡の改善と栄養指標（血液関連指標）の関連について 第 71回

済生会学会 2019.2.24 富山 

（4）［口演］立川一匡、中川善仁、濱田竜治、五十嵐諭ニ、篠田健一、青木優太、清水哲朗：く

も膜下フェノールブロックが著効しオピオイドが減量となった１例 日本臨床腫瘍薬学会



学術大会 2019 2019.3.23 札幌 

（5）［口演］中川善仁、杉瀬 瞳、林 克紀、立川一匡、濱田竜治、五十嵐諭ニ、篠田健一：ベゼ

ルフューザーtypeTに変更後の 5-FU持続投与速度および時間の影響について 日本臨床腫

瘍薬学会学術大会 2019 2019.3.24 札幌 

◇講演会 

（1）芝田和輝：薬について知ってほしいこと 済生会富山病院 2018 年脳卒中合宿セミナー 

2018.6.24 富山 

（2）芝田和輝：くすりの話 済生会富山病院市民公開講座 2018.11.3 富山 

（3）篠田健一：医薬品手順書の改訂と最近の話題 富山県病院薬剤師会医薬品安全管理研修会 

2018.11.7 富山 

 

＜放射線技術科＞ 

◇その他の執筆活動 

（1）高橋亮次：紙上講座①読影分科会企画（42） 診療放射線技師が身に付ける「MASTER's EYE」 

-硬膜動静脈瘻- 日本診療放射線技師会誌 vol,66 no795 P56-64 2019 

（2）藤本勝明：紙上講座②読影分科会企画（43） 診療放射線技師が身に付ける「MASTER's EYE」

-脳動脈解離- 日本診療放射線技師会誌 vol,66 no797 P264-272 2019 

◇学会発表 

（1）［口演］山本由利子：3D-VIBEの設定 Slice厚と Slice resolusionの違いが実行 Slice厚

に与える影響 第 11回中部放射線医療技術学術大会 2018.11.17 富山 

（2）［口演］麦谷 健、石崎宗一郎、野崎春奈、神保江梨香、高橋亮次、上田周平：冠動脈 CTに

おける造影効果増強アプリケーションの初期検討 第 11 回中部放射線医療技術学術大会 

2018.11.18 富山 

（3）［口演］石崎宗一郎、五十嵐進、渡邊篤史、高橋亮次、上田周平、前多尚人、岡本宗司、古

井英介、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒田 敏：血管撮影装置における患者水晶体線量

低減の取り組み（1報・線量測定） 第 34回日本脳経血管内治療学会学術総会 2018.11.23 

仙台 

（4）［口演］石崎宗一郎、五十嵐進、渡邊篤史、高橋亮次、上田周平、前多尚人、岡本宗司、古

井英介、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒田 敏：血管撮影装置における患者水晶体線量

低減の取り組み（1報・線量測定） 第 34回日本脳経血管内治療学会学術総会 2018.11.23 

仙台 

（5）［口演］渡邊篤史、石崎宗一郎、五十嵐進、高橋亮次、上田周平、前多尚人、岡本宗司、古

井英介、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒田 敏：血管撮影装置における患者水晶体線量

低減の取り組み（2報・画質評価） 第 34回日本脳経血管内治療学会学術総会 2018.11.23 

仙台 



（6）［口演］高橋亮次、石崎宗一郎、渡邊篤史、上田周平、前多尚人、岡本宗司、久保道也：dAVF

の診断･治療に役立つ 3D画像作成について 第 27回北陸 IVNR研究会 2019.1.26 金沢 

（7）［口演］麦谷 健、石崎宗一郎、野崎春奈、神保江梨香、高橋亮次、上田周平：冠動脈 CTに

おける造影効果増強アプリケーションの初期検討 第 71回済生会学会 2019.2.24 富山 

（8）［口演］石崎宗一郎、渡邊篤史、高橋亮次、上田周平、前多尚人、五十嵐進：血管撮影装置

における患者水晶体線量低減の取り組み 第 11 回北陸 3 県診療放射線技術学術研修会 

2019.3.3 福井 

◇講演会 

（1）平野貴大：ミニレクチャー 頭部 MRA 3D 画像構築が有効な症例について 第 5 回富山臨

床画像セミナー 2018.6.3 富山 

（2）石田咲樹：ミニレクチャー 頭部 MR撮像の組み立て方-撮像順番と追加撮像- 第 5回富山

臨床画像セミナー 2018.6.3 富山 

（3）石崎宗一郎：サクッと解説…脳血管ない治療と放射線被爆 2018 年脳卒中合宿セミナー 

2018.6.24 富山 

（4）五十嵐進：ミニレクチャー CT/SPECT fusion画像作成について 第 70回北陸循環器核医

学研究会 2018.7.28 金沢 

（5）石田咲樹：症状、病態から考える MRI撮影「脳梗塞」編 日本放射線技術学会中部支部 MRI

研究会 2018.8.25 金沢 

（6）神保江梨香：上部消化管撮影技術 1（解剖と基準撮影法を中心に） 日本診療放射線技師会

主催 診療放射線技師基礎技術講習「消化管撮影」 2018.9.1 富山 

（7）高橋亮次：入門セミナー 手術支援画像作成の基礎スキル「頭部領域」 第 11回中部放射

線医療技術学術大会 2018.11.17 富山 

（8）野崎春奈、前多尚人：ハンズオンセミナー「3D画像構築～CTC～」 第 11回中部放射線医

療技術学術大会 2018.11.17 富山 

（9）高橋亮次、上田周平：ハンズオンセミナー「3D 画像構築～脳血管～」 第 11 回中部放射

線医療技術学術大会 2018.11.18 富山 

 

＜臨床検査科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］中川夏輝、大原一将、立野紗友里、水野智恵美、橋詰綾乃、杉田奈緒美：腎静脈波

形パターンは平均肺動脈楔入圧と関連する 日本心エコー図学会第 29 回学術集会 

2018.4.26-28 岩手 

（2）［口演］中川夏輝、大原一将、立野紗友里、水野智恵美、橋詰綾乃、杉田奈緒美：腎静脈波

形パターンは TAPSE、FAC、IVC と関連する 日本心エコー図学会第 29 回学術集会 

2018.4.26-28 岩手 



（3）［口演］水野智恵美、中島悠樹、立野紗由里、折田 恵、宮崎しのぶ、田近洋介、坂本 勉、

清水哲朗：術前化学療法により興味ある超音波検査上の形状変化を示した乳癌の１例 日

本超音波医学会第 39回中部地方会学術集会 2018.10.8 愛知 

（4）［口演］中川夏輝、大原一将、立野紗友里、橋詰綾乃、千代理絵、須原葉子、坂本 勉、小

中亮介、大屋由佳、相山扶美、浦野啓子、庵 弘幸、野々村誠、亀山智樹、井上 博：心血

管疾患合併フレイル患者に対する心臓リハビリテーションの効果 日本心臓リハビリテー

ション学会第 4回北陸支部地方会 2018.10.27 金沢 

（5）［口演］山本富夫：T＆Sの現状、RBC備蓄単位数と廃棄率 第 36回日本輸血・細胞治療学

会北陸支部例会 2018.11.10 高岡 

 

＜病理診断科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］鈴木英明、小菅優子、小林浩二、五十嵐康之、笹岡悠一、田近洋介、黒崎祥史、井

本明美、石井直仁、青山直善、石原和彦、市川尊文：ヒートショックプロテイン 72は血小

板活性化因子によって誘導された血小板凝集を促進する 第 58 回日本臨床化学会年次学

術集会 2018.8.24-26 名古屋  

（2）［ポスター］田近洋介、中島悠樹、折田 恵、高橋美貴恵、井村穣二：PD-L1陽性を示したリ

ンパ上皮様型尿路上皮癌の１例 第 59回日本臨床細胞学会総会 2018.6.1-3 札幌 

（3）［ポスター］折田 恵、中島悠樹、田近洋介、井村穣二：尿細胞診中に出現した

Burkittlymphoma の１例 第 57回日本臨床細胞学会秋季大会 2018.11.17-18 横浜 

（4）［口演］田近洋介、中島悠樹、折田 恵：HPV陽性を示した陰茎癌の１例 第 31回日本性感

染症学会学術集会 2018.11.24-25 東京 

 

＜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、佐藤宏隆、柴田 孝、山西潤一：半側空間無視に

対する Web カメラを用いたバーチャルリアリティリハビリバージョン 第 55 回日本リハ

ビリテーション医学会学術集会 2018.6.28-7.1 福岡 

（2）［口演］森 拓也：脳卒中片麻痺患者の歩行自立判定方法の検討 第 18 回富山県公的病院

医療安全研究大会 2018.6.30 富山 

（3）［ポスター］護摩堂秀之助、笹木菜奈未：遺伝性脊髄小脳変性症（DRPLA 遺伝子陽性）の嚥

下障害の１例 第 23回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 2017.9.15 千葉 

（4）［口演］松下一紀、大原一将、小中亮介、浦野啓子、大屋由佳、相山扶美、片口 彩、有田

遥香、中川夏輝、須原葉子、千代理絵、水野智恵美、橋詰綾乃、立野紗友里、野々村誠、

庵 弘幸：自転車エルゴメーターによる運動療法で上肢筋肉量は増加する 日本心臓リハビ



リテーション学会第 4回北陸支部地方会 2018.10.27 金沢 

（5）［口演］松下一紀、大原一将、小中亮介、浦野啓子、大屋由佳、相山扶美、片口 彩、有田

遥香、中川夏輝、須原葉子、千代理絵、水野智恵美、橋詰綾乃、立野紗友里、野々村誠、

庵 弘幸、亀山智樹、井上 博：心血管疾患合併フレイル患者に対する心臓リハビリテーシ

ョンの効果 日本心臓リハビリテーション学会第 4回北陸支部地方会 2018.10.27 金沢 

（6）［ポスター］小中亮介、大原一将、松下一紀、浦野啓子、大屋由佳、相山扶美、片口 彩、

有田遥香、中川夏輝、須原葉子、千代理絵、水野智恵美、橋詰綾乃、立野紗友里、野々村

誠、庵 弘幸：高強度インターバルトレーニングが運動耐用能の改善に有用であった 日

本心臓リハビリテーション学会第 4回北陸支部地方会 2018.10.27 金沢 

（7）［ポスター］魚津千春、松下一紀、稲垣麻恵、高西浩佑、笹木菜奈未、堀江幸男：急性期病

院における家屋改修の実態 第 71回済生会学会 2019.2.23 富山 

（8）［ポスター］笹木菜奈未、護摩堂秀之助、魚津千春、森 拓也、森川宥子、堀江幸男：夏季

の新規リハビリ処方増加の試み 第 71回済生会学会 2019.2.23 富山 

◇講演会 

（1）小中亮介：心臓病と運動療法 済生会富山病院市民公開講座 2018.6.2 富山 

（2）山本晃彦：摂食嚥下訓練 実演 富山県歯科衛生士研修会 2018.6.17 富山 

（3）佐々木正詞：済生会のリハビリの話 済生会富山病院市民公開講座 2018.7.8 富山 

（4）山本晃彦：認知症の方と言語療法 水橋北部地区認知症の家族の会 2018.7.27 富山 

（5）護摩堂秀之助：認知症とリハビリ 介護予防支援事業 出張講演 2018.8.24 富山 

（6）山本晃彦：誤嚥性肺炎にならないように気を付けることその予防リハビリ 豊若町公民館 

出張講演 2018.9.18 富山 

（7）山本晃彦：口腔機能向上 予防できること 日々の生活で実践できること 広田地域包括支

援センター 出張講演 2018.10.30 富山 

（8）瀬島知治：サルコペニア予防体操 済生会富山病院市民公開講座 2018.11.3 富山 

（9）瀬島知治：一緒に学ぼう！！不良なフォームとその改善方法 済生会富山病院市民公開講

座 2019.1.14 富山 

（10）瀬島知治：一緒に学ぼう！！不良なフォームとその改善方法 富山少年野球リーグ指導者 

出張講演 2019.3.12 富山 

◇その他 

（1）山本晃彦：言語聴覚概論 成人 富山リハビリテーション医療福祉大学 2018.11.7、

2019.1.16、1.23、1.30、2.6 富山 

（2）護摩堂秀之助：進路座談会 富山東高等学校 2018.11.17 富山 

（3）高橋香織：就職にあたって必要なこと、そのために在学中にしておけばよいこと など 富

山医療福祉専門学校作業療法学科 2019.3.1 富山 

 



＜栄養管理科＞ 

◇その他 

（1）竹之内弘美：認知症と栄養の関係 第 2 回認知症家族介護教室 水橋地域包括支援センタ

ー 2018.6.21 富山 

 

＜歯科口腔外科＞ 

◇講演会 

（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～」 介護予防教室 2018.6.7 

富山 

（2）坂口奈美子：「お口の健康を見直そう ～正しい歯磨きで口の中が変わる！～」 生活リズ

ム改善講座 2018.7.27 富山  

（3）坂口奈美子：「口腔ケアに必要な観察ポイント」 続・今日から役立つ高齢者の口腔健康管

理実践セミナー 2018.10.4 富山 

（4）坂口奈美子：「口腔ケアに必要な観察ポイント」 続・今日から役立つ高齢者の口腔健康管

理実践セミナー 2018.10.18 富山 

（5）坂口奈美子：「口の健康について ～口腔ケアをやってみよう～」 介護予防教室 

2018.10.31 富山 

（6）坂口奈美子：「口腔ケアに必要な観察ポイント」 続・今日から役立つ高齢者の口腔健康管

理実践セミナー 2018.11.15 富山 

（7）坂口奈美子：「口腔ケアに必要な観察ポイント」 続・今日から役立つ高齢者の口腔健康管

理実践セミナー 2018.11.29 富山 

（8）坂口奈美子：「口腔観察のイント」 ケアマネジメントに係る他職種連携研修 2018.12.19 

富山 

◇その他 

（1）坂口奈美子：摂食嚥下訓練 技術論（総合演習） 平成 30年度認定看護師教育課程 富山

県認定看護師教育センター 2018.11.30 富山 

 

 

 

 

 

 

 

 


