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Insufficient Efficacy of Vagus Nerve 
Stimulation for Core Epileptic Spasms 
and Tonic Spasms in Children with 
Refractory Epilepsy

Tohru 
Okanishia,

Ayataka Fujimoto, Mitsuyo 
Nishimura, Sotaro Kanaia, 
Hirotaka Motoia, Yoichiro Homma, 
Hideo Enokia

Epilepsy research 2018 volume140, p66-71

Three phase-ictal scalp EEG patterns in 
patients with seizures arising from the 
cortex facing the interhemispheric fissure

Mitsuyo 
Nishimura

Ayataka Fujimoto, Sotaro Kanai, 
Yuki Sasaki, Yoichiro Homma, 
Hiroshi Otsubo, Hideo Enoki

Epilepsy Research 2018
Feb 20. pii: S0920-
1211(17)30526-0.

Comparison between negative pressure 
fixation and film dressing in wound 
management after tissue expansion: A 
randomized controlled trial

Takeshi 
Nagata

Katsutoshi Miura,  Yoichiro 
Homma,  , Hidekazu Fukamizu

Plastic and Reconstructive 
Surgery

2018 Jul;142(1):37-41

Short duration of focal onset awareness 
and impaired awareness seizure are 
characteristic features of epilepsy in 
elderly patients

Fujimoto A
Okanishi T, Masuda Y, Sato K, 
Nishimura M, Baba S, Itamura S, 
Homma Y, Enoki H

Neuropsychiatric Disease and 
Treatment

2018 Volume 14:2879-2887

Cronkhite-Canada syndrome に対するス
テロイド治療中に膜性腎症を発症した一
例

渡邊卓哉 大月 寛郎, 鈴 木 由美子 日本病院総合診療医学会雑誌 2018 14（6）;581

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

シンポジウム「一歩進んだ人材育成」
「ICU研修中の初期研修医は感染、炎症
のアセスメント時に炎症反応マーカーに言
及すべきか？」

土手 尚
本間陽一郎、齋藤隆介、渥美生
弘、田中茂

第45回 集中治療医学会学術
集会

2018.2.21
幕張メッセ　ホテルニューオー
タニ幕張

問題を抱える研修医 渡邊卓哉 齊籐一仁
第21回　VHJ機構臨床研修指
導医養成講座

2018.10.19
ミッドランドスクエア名古屋オ
フィス

Social Network Serviceを、病院広報に活
用するために

本間陽一郎
太田篤志、北岡美穂、杉本智美、
加藤昌子、尾花明

 第68回　日本病院学会 2018.6.28 石川県立音楽堂、金沢

ANTICOAGULANTS AS SECONDARY 
PREVENTION FOR EMBOLIC STROKE 
OF UNDETERMINED SOURCE: A 
RETROSPECTIVE COHORT STUDY

Yuya Sakakura
 Yoichiro Homma, Tomoya 
Arakawa, , Tokutaro Tanaka

 11th World Stroke Congress 2018.10.17
Palais des Congrès, Montreal, 
Canada

サントスローズウッドを含む木材に対する
アレルギー性接触性皮膚炎で多形滲出性
紅斑を呈した1例

内田小百合
齊藤一仁，渡邊大児，堀由紀，堀
博志，西尾信一郎，渡邊卓哉

第236回日本内科学会東海地
方会

2018.9 名古屋国際会議場

＜一般講演・その他の講演＞

総合診療内科

＜指定講演・シンポジウム等＞
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Anti-PL-7 Antisynthetase Syndrome with 
Eosinophilic Pleural Effusion.

Saito G

Kono M、 Tsutsumi A、 Koyanagi 
Y、 Miyashita K、 Kobayashi T、 
Hozumi H、Miki Y、 Arai Y、 
Otsuki Y、 Hashimoto D、 
Fujisawa T、 Nakamura T、 Suda 
T、 Nakamura H

Intern Med 2018.3 57(15):2227-2232

肺癌患者における喫煙に関する自己申告
の正確性

村田支優
河野雅人、 齋藤合、 小柳悠、 宮
下晃一、 堤あかり、 小林健、 三
木良浩、 橋本大、 中村秀範

聖隷浜松病院医学雑誌 2018.5 18(1): 8-13

IgG4-related disease presenting with 
combined pulmonary fibrosis and 
emphysema (CPFE).

Kono M

Nakamura Y、 Oyama Y、 Saito 
G、 Koyanagi Y、 Miyashita K、 
Tsutsumi A、Enomoto Y、 
Kobayashi T、 Miki Y、 Hashimoto 
D、 Enomoto N、 Colby TV、 Suda 
T、
Nakamura H

Respir Med Case Rep 2018.9 3(25):257-260

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

開業医で医療する市中肺炎　-本音で話
す肺炎外来診療と肺炎診療ガイドライン
2017

中村秀範 浜松内科医会 2018.2 浜松

肺がん検診の精度向上をめざした浜松市
医師会の取り組み

中村秀範
丹羽宏、鈴木一也、豊嶋幹生、船
井和仁、朝井克之、長坂士郎、磯
部智明、野口泰之、滝浪實

第137回　遠江医学会 2018.10 浜松

T1/2 N0非小細胞肺癌の胸郭外転移に関
する検討

齋藤合

小柳悠、宮下晃一、堤あかり、小
林健、河野雅人、三木良浩、橋本
大、中村秀範、新井義文、大月寛
郎、中村徹

千葉大学呼吸器内科例会 2018.1 千葉

Crohn病治療中に胸部多発結節を呈した
高齢女性の一例

齋藤合

小柳悠、宮下晃一、堤あかり、小
林健、河野雅人、三木良浩、橋本
大、新井義文、大月寛郎、中村秀
範

西部胸部疾患懇話会 2018.2 浜松

家族性間質性肺炎の一例 齋藤合
小柳悠、宮下晃一、堤あかり、小
林健、河野雅人、三木良浩、橋本
大、中村秀範

第74回　びまん性肺疾患研究
会

2018.2 浜松

院外調剤薬局と連携した吸入指導への取
り組み

宮下晃一 静岡県喘息セミナー2018 2018.2 浜松

閉塞性肺疾患(OLD)の周術期における影
響．

齋藤合
小柳悠、宮下晃一、堤あかり、小
林健、河野雅人、三木良浩、橋本
大、中村秀範

第58回日本呼吸器学会学術講
演会

2018.4 大阪

在宅酸素療法が導入された慢性呼吸不
全患者の臨床的検討．

小柳悠
齋藤合、宮下晃一、堤あかり、小
林健、河野雅人、三木良浩、橋本
大、中村秀範

第58回日本呼吸器学会学術講
演会

2018.4 大阪

特発性肺線維症(IPF)以外の間質性肺炎
急性増悪の臨床的検討

宮下晃一
齋藤合、小柳悠、堤あかり、小林
健、河野雅人、三木良浩、橋本
大、中村秀範

第58回日本呼吸器学会学術講
演会

2018.4 大阪

抗線維化薬を使用した間質性肺炎におけ
る予後因子解析

河野雅人
齋藤合、小柳悠、宮下晃一、堤あ
かり、小林健、三木良浩、橋本
大、中村秀範

第58回日本呼吸器学会学術講
演会

2018.4 大阪

防風通聖散による薬剤性肺障害が疑われ
た一例

内田小百合

宮下晃一、 藤田侑以子、 竹田健
一郎、 堤あかり、 小林　健、河野
雅人、三木良浩、 橋本　大、 中
村秀範

第113回日本呼吸器学会東海
地方学会

2018.5 名古屋

胸部多発結節影を呈し急速に進行した
Epstein-Barrウイルス陽性びまん性大細
胞型B細胞リンパ腫の一剖検例

竹田健一郎

斎藤合、宮下晃一、 藤田侑以
子、 堤あかり、 小林　健、河野雅
人、三木良浩、 橋本　大、 中村
秀範

第113回日本呼吸器学会東海
地方学会

2018.5 名古屋

両肺にびまん性すりガラス影を呈したびま
ん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例

藤田侑以子
竹田健一郎、宮下晃一、 堤あか
り、 小林　健、河野雅人、三木良
浩、 橋本　大、 中村秀範

第113回日本呼吸器学会東海
地方学会

2018.5 名古屋

Prognostic impact of the early 
physiological response to pirfenidone in 
patients with idiopathic pulmonary fibrosis 
(IPF)

Kono M

Nakamura Y、 Enomoto N、 Saito 
G、 Koyanagi Y、 Tsutsumi A、 
Kobayashi T、 Miki Y、 Hashimoto 
D、 Suda T、 Nakamura H

American Thoracic Society 2018.5 San Diego

Acute exacerbation of idiopathic 
pulmonary fibrosis (IPF) and other 
interstitial lung diseases (ILDs).

Miyashita K

Kono M、 Saito G、 Koyanagi Y、 
Tsutsumi A、 Kobayashi T、 Miki 
Y、 Hashimoto D、 Nakamura Y、 
Suda T、 Nakamura H

American Thoracic Society 2018.5 San Diego

臨床診断された特発性pleuroparenchymal 
fibroelastosis(IPPFE)における下葉の間質
性肺病変(ILDの意義

河野雅人
斎藤合、小柳悠、宮下晃一、堤あ
かり、小林健、三木良浩、橋本
大、須田隆文、中村秀範

第97回間質性肺疾患研究会 2018.6 東京

非特異的間質性肺炎(NSIP)におけるリン
パ濾胞の臨床的意義

河野雅人

斎藤合、小柳悠、宮下晃一、勝又
峰生、堤あかり、小林健、三木良
浩、橋本大、榎本紀之、中村祐太
郎、須田隆文、中村秀範

第67回日本アレルギー学会学
術大会

2018.6 千葉

食道癌によるpulmonary tumor thrombotic 
microangiopathy（PTTM）の1剖検例

藤田侑以子
竹田健一郎、宮下晃一、堤あか
り、小林健、河野雅人、三木良
浩、橋本大、中村秀範

第235回日本内科学会東海地
方会

2018.7 浜松

肺癌に対する免疫チェックポイント阻害剤
により免疫関連副作用と思われる大腸炎
を来した2例

遠藤茜
堤あかり、山中力行、宮下晃一、
小林健、河野雅人、三木良浩、橋
本大、細田佳佐、中村秀範

第235回日本内科学会東海地
方会

2018.7 浜松

小細胞肺癌の治療経過中に発症した抗
TIF1-γ抗体陽性皮膚筋炎の一例

宮下晃一
藤田侑以子、竹田健一郎、堤あ
かり、小林健、河野雅人、三木良
浩、橋本大、中村秀範

第45回静岡県アレルギー性肺
疾患研究会（APD）

2018.7 浜松

クライオバイオプシーが診断に有用であっ
た鳥関連過敏性肺炎の1例

河野雅人
藤田侑以子、竹田健一郎、宮下
晃一、堤あかり、小林健、三木良
浩、橋本大、中村秀範

第55回日本呼吸器内視鏡学会　
中部支部会

2018.7 名古屋

関節リウマチに対して生物学的製剤投与
中に発症した肺Mycobacterium 
intracellulare症の一例

竹田健一郎
藤田侑以子、宮下晃一、堤あか
り、小林健、河野雅人、三木良
浩、橋本大、中村秀範

第38回静岡呼吸器感染症談話
会

2018.9 浜松

当科で経験したACO（asthma COPD 
overlap）症例の検討

藤田侑以子 第15回浜松呼吸器フォーラム 2018.10 浜松

High-flow nasal cannulaを使用したCOPD
急性増悪の検討

竹田健一郎 第15回浜松呼吸器フォーラム 2018.10 浜松

COPD up to dale　～ガイドライン2018を中
心に～

宮下晃一 第15回浜松呼吸器フォーラム 2018.10 浜松

在宅酸素療法を導入した慢性呼吸不全患
者の酸素流量と予後についての検討

河野雅人
藤田侑以子、竹田健一郎、宮下
晃一、堤あかり、小林健、三木良
浩、橋本大、中村秀範

第28回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術大会

2018.11 千葉

在宅酸素療法（HOT）における当院での臨
床工学技士（CE）の関わり

秋元聡子 三木良浩，中村秀範
第28回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術大会

2018.11 千葉

関節リウマチに対するトシリズマブ投与中
に広範な浸潤影を呈した肺
Mycobacterium intracellulare症の一例

竹田健一郎
藤田侑以子、宮下晃一、堤あか
り、小林健、河野雅人、三木良
浩、橋本大、中村秀範

第114回日本呼吸器学会東海
地方学会

2018.11 浜北

非典型的な画像所見を示し悪性腫瘍との
鑑別を要した塵肺症の一例

藤田侑以子
竹田健一郎、宮下晃一、堤あか
り、小林健、河野雅人、三木良
浩、橋本大、中村秀範

第114回日本呼吸器学会東海
地方学会

2018.11 浜北

小細胞肺癌の治療経過中に発症した抗
TIF1-γ抗体陽性皮膚筋炎の一例

宮下晃一
藤田侑以子、竹田健一郎、堤あ
かり、小林健、河野雅人、三木良
浩、橋本大、中村秀範

第114回日本呼吸器学会東海
地方学会

2018.11 浜北

吸入指導の重要性　～当院の取り組みを
含めて～

河野雅人 浜松市薬剤師会学術研修会 2018.12 浜松

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 中村秀範
第58回日本呼吸器学会学術講
演会

2018.4 大阪

座長 河野雅人
第75回　びまん性肺疾患研究
会

2018.1 浜松

聖隷クリストファー大学　看護学科　非常
勤講師

橋本　大 2018.5 浜松

座長 中村秀範
第28回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術大会

2018.11 千葉

座長 橋本　大
第114回日本呼吸器学会東海
地方学会

2018.11 浜北

呼吸器内科

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%E2V%93%A1%8D%87%5d/AU
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Mesenteric inflammatory veno-occlusive
disease occurring during the course of
ulcerative colitis: a case report

Yosuke 
Yamada1

Ken Sugimoto2* , Yashiro 
Yoshizawa1, Yoshifumi Arai3, 
Yoshiro Otsuki3, Tomio Arai4,
Yasuyuki Kobayashi5, Yoshihiko 
Sato1 and Yoshisuke Hosoda1

BMC Gastroenterology 2018年1月  (2018) 18:9

胆管金属ステント留置後の胆嚢炎におけ
るリスク因子の解析

瀧浪 将貴
室久 剛, 芳澤 社, 清水 恵理奈, 
長澤 正通

胆道 2018年 2018 年 32 巻 4 号 p. 725-731

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

非代償性肝硬変症に対するカルニチン長
期投与の有用性～治療抵抗例に対する
BRTOの有効性を含めて～

室久 剛 長澤正通
第25回日本門脈圧亢進症学会
総会シンポジウム3　門亢症の
包括的マネジメント

2018.9.20 大阪

新型マイクロ波焼灼療法(MWA)による肝
癌治療

室久 剛 長澤正通、木次健介
第42回日本肝臓学会東部会シ
ンポジウム2 肝癌治療の現状
と今後の展開

2018.12.7 東京

胆嚢隆起性病変について 室久 剛
浜松胆膵疾患勉強会（ﾐﾆﾚｸ
ﾁｬｰ）

2018.7.10 浜松

慢性肝疾患に対するカルニチン療法の長
期投与成績

室久 剛 肝硬変治療を考える会 2018.9.18 浜松

虫垂重積をともなった虫垂子宮内膜症の1
例

丹羽智之

芳澤　社、山田洋介、山中力行、
杉浦喜一、木次健介、宮津隆裕、
木全政晴、室久　剛、長澤正通、
細田佳佐、浜野　孝、新井義文、
大月寛郎

第61回 日本消化器内視鏡学
会東海支部例会

2018.11.24 名古屋国際会議場

副乳頭部に露出し、特異な画像所見を呈
した膵管内乳頭状粘液腺腫の一例

山中力行

室久 剛、加藤敦士、山田洋介、
杉浦喜一、木次健介、宮津隆裕、
海野修平、瀧浪将貴、木全政晴、
芳澤 社、清水恵理奈、細田佳
佐、長澤正通、余語覚匡、土井隆
一郎、山野三紀

第128回日本消化器病学会東
海支部例会

2018.6.16 津（三重大学）

当院の早期胃癌におけるSM2症例の検討 山田洋介

芳澤 社、加藤敦士、杉浦喜一、
山中力行、宮津隆裕、木次健介、
海野修平、瀧浪将貴、木全政晴、
室久剛、清水恵理奈、長澤正通、
細田佳佐

第26回消化器関連学会週間 2018.11.3 神戸国際会議場

経時的増大が観察できた腎癌胆嚢転移
の1例

杉浦喜一
室久剛, 山田洋介, 木次健介, 宮
津隆裕, 木全政晴, 芳澤社, 細田
佳佐, 長澤正通

第129回日本消化器病学会東
海支部例会

2018.11.17 名古屋

大腸癌に対する内視鏡的治療の検討 杉浦喜一
芳澤社, 山田洋介, 木次健介, 宮
津隆裕, 木全政晴,室久剛 , 細田
佳佐, 長澤正通

第26回消化器関連学会週間 2018.11.3 神戸国際会議場

Crohn病治療中に肺多発結節が出現し、
急速な転帰をとった１例

宮津隆裕
細田佳佐、山田洋介、杉浦喜一、
山中力行、木次健介、木全政晴、
芳澤 社、室久 剛、長澤正通

IBD CLUB in HAMAMATSU 2018.7.7 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ浜松

内視鏡的粘膜切除術（EMR）にて下血のコ
ントロールが可能となった転移性大腸腫
瘍の1例

小林郁美

海野修平、芳澤社、山田洋介、杉
浦喜一、山中力行、木次健介、木
全政晴、室久 剛、長澤正通、細
田佳佐

第128回日本消化器病学会東
海支部例会

2018.6.16 津（三重大学）

特徴的な形態を示した下部食道腫瘍の1
例

芳澤　社
第9回静岡消化器内視鏡フォー
ラム

2018.6.23 浜松

12年の経過が追えた幽門腺型胃型腺腫
の1例

杉浦喜一 浜名湖胃と腸フォーラム 2018.9.8 浜松

当院における肝炎症性偽腫瘍の検討 木次健介

山田洋介、芳澤 社、加藤敦士、
杉浦喜一、山中力行、宮津隆裕、
海野修平、瀧浪将貴、木全政晴、
室久剛、清水恵理奈、長澤正通、
細田佳佐

静岡県肝臓談話会 2018.3.3 静岡

当院における肝炎症性偽腫瘍の検討 木次健介
芳澤 社、室久剛、清水恵理奈、
長澤正通

第26回消化器関連学会週間 20118.11.3 神戸国際会議場

肝炎症性偽腫瘍における造影エコー所見
についての検討

木次健介

室久剛、遠藤茜、小林郁美、山田
洋介、杉浦喜一、山中力行、宮津
隆裕、木全政晴、芳澤 社、清水
恵理奈、長澤正通、細田佳佐

東海造影エコー研究会 2018.6.22 名古屋

当院のゲムシタビン・ナブパクリタキセル
療法の検討：分化型と非分化型膵管腺癌
の比較

瀧浪将貴

室久 剛，加藤敦士，山田洋介，
杉浦喜一，山中力行，宮津隆裕，
木次健介，海野修平，木全政晴，
芳澤 社，清水 恵理奈，細田佳
佐，長澤正通

静岡県癌治療研究会 2018.3.17 静岡

慢性肝疾患に対するカルニチン療法の長
期投与成績

室久 剛

長澤正通、加藤敦士、山田洋介、
山中力行、杉浦喜一、木次健介、
宮津隆裕、海野修平、瀧浪将貴、
木全政晴、芳澤社、清水恵理奈、
細田佳佐

第104回消化器病学会総会 2018.4.20 東京

詳細な画像評価が可能であった十二指腸
副乳頭癌の一例

山中力行

室久 剛、加藤敦士、山田洋介、
杉浦喜一、木次健介、宮津隆裕、
海野修平、瀧浪将貴、木全政晴、
芳澤 社、清水恵理奈、細田佳
佐、長澤正通、余語覚匡、土井隆
一郎、山野三紀

第109回静岡胆膵疾患研究会 2018.2.24 静岡

膵癌に対するGEM＋nab-PTXの組織型を
含めた検討 

瀧浪将貴
室久 剛、木次健介、芳澤 社，清
水 恵理奈、長澤正通

第49回日本膵臓学会大会 2018.6.30 和歌山

Emprintによるマイクロ波焼灼療法の経験 室久 剛

長澤正通、小林郁美、遠藤 茜、
山田洋介、山中力行、杉浦喜一、
宮津隆宏、木次健介、木全政晴、
芳澤 社、細田佳佐

第3回東京肝炎・肝癌局所療法
研究会

2018.10.20 東京

A phase II study of everolimus in patients 
with unresectable pancreatic 
neuroendocrine carcinoma refractory or 
intolerant to platinum-containing 
chemotherapy

H Okuyama

M Ikeda T Okusaka       J Furuse 
M Furukawa    S Ohkawa A 
Hosokawa  Y Kojima K Yamaguchi
     G Murohisa  etal

ESMO 2018.10.19 ミュンヘン

FOLFIRINOX for recurrent pancreatic 
cancer after resection: Nationwide 
multicenter observational study by Japan 
adjuvant study group of pancreatic 
cancer (JASPAC)

S Morinaga

M Takita  A Yoshizawa  K Kamei  
S Nakamori    S Ishihara  H 
Kuramochi  Y Yokoyama T 
Uchiyama G Murohisa  etal

ESMO 2018.10.19 ミュンヘン

初発より17年後に診断した脳血管周皮腫
膵転移の一例

志田麻子
山田洋介、木全政晴、芳澤社、室
久剛、、長澤正通、細田佳佐、（肝
胆膵外科）山本博崇

第235回日本内科学会東海地
方会

2018.7.1 浜松

胆嚢神経内分泌腫瘍（NEC)の一手術例 増田　拓
杉浦喜一、山中力行、木次健介、
宮津隆裕、木全政晴、芳澤社、室
久剛、長澤正通、細田佳佐

第235回日本内科学会東海地
方会

2018.7.1 浜松

肺がんに対する免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害剤に
より免疫関連副作用と思われる大腸炎を
来した2例

遠藤　茜

（呼吸器内科）堤あかり、小林健、
河野雅人、橋本大、中村秀範、
（消化器内科）山中力行、細田佳
佐

第235回日本内科学会東海地
方会

2018.7.1 浜松

（症例報告）先天性白血球減少症、C6欠
損症に合併した小児ｸﾛｰﾝ病症例の成人
後の臨床経過

細田佳佐 松林　正 第7回IBD道場 2018.12.15 浜松

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 長澤正通 大塚ﾘﾊﾞｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ静岡 2018.1 静岡

座長 長澤正通 浜松DAA研究会 2018.2 浜松

座長 長澤正通
脂肪肝・糖尿病～治療戦略講
演会

2018.6 浜松

座長 長澤正通 肝硬変治療を考える会 2018.9 浜松

座長 長澤正通 浜松C型肝炎学術講演会 2018.10 浜松

座長 長澤正通 浜松肝胆膵ｾﾐﾅｰ 2018.11 浜松

座長 細田佳佐 胃癌免疫療法講演会 2018.11.16 浜松

消化器内科

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞
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『リウマチをもっと知ろう』
JAK阻害薬について

宮本俊明 RA友の会　’流’ 2018.10

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞

BIO全盛期のRA治療におけるイグラチモド
(IGU)の可能性

宮本俊明 第33回日本臨床リウマチ学会 2018.11 東京

MTX+BIOにて治療ゴール達成後RA患者
におけるMTX減量の試み

宮本俊明 第33回日本臨床リウマチ学会 2018.11 東京

その痛み、リウマチかも。ご存じですか？
ここまで進んだリウマチの診断と治療

宮本俊明
聖隷浜松病院学会　市民公開
講座

2018.9 浜松

最適なRA治療を個々の患者に届けるため
に～実臨床でのI.Cのこつと治療薬の選択
について～

宮本俊明 美濃加茂RA seminor 2018.1 美濃加茂

BIOの有効性を最大化するMTX、IGUの使
い方

宮本俊明 沖縄RA Expert Meeting 2018.1 那覇

最新知見に基づいたRA治療戦略
～自院症例を中心にDMARD、BIOの選択
を考える～

宮本俊明 第8回横浜東部RA医療連携会 2018.2 横浜

TNF阻害薬による骨破壊抑制効果を考え
る

宮本俊明 Biologics Seminor on RA 2018.2 名古屋

関節リウマチの最新トピックス 宮本俊明 第2回関節エコーを学ぶ会 2018.2 帯広

高齢者RAに対するMTX初期治療
～治療ゴール設定の重要性～

宮本俊明 Biologics Expert Seminor in RA 2018.3 品川

ｃｓDMARDの最近の話題 宮本俊明 csDMARDを語る会 2018.3 志太蒲原

RA早期治療のコツとcsDMARDの最近の
話題

宮本俊明 浜松RA Meeting 2018.3 浜松

関節リウマチの主観的症状と医師と患者
さんのコミュニケーションに関する調査結
果

宮本俊明
関節リウマチGood Dayデザイ
ンワークショップ

2018.3 静岡

ｃｓDMARDの最近の話題 宮本俊明 csDMARDを語る会 in 茨城 2018.3 つくば

最新知見に基づいたRA治療戦略
～自院症例を中心にBIOの選択を考える
～

宮本俊明 RA薬物治療セミナー in なにわ 2018.3 大阪

RISING試験を読み解く 宮本俊明
Biologics Expert Seminor on 
RA
～for Precision medicine～

2018.4 名古屋

RA治療におけるbDMARD、tsDMARDにつ
いて
～pre-conditioningと治療の選択について
～

宮本俊明
静岡Rheumatology 
Management Meeting

2018.5 静岡

最適なRA治療を個々の患者に届けるため
に～実臨床でのI.Cのこつと治療薬の選択
について～

宮本俊明 RA small meeting in Toyota 2018.6 豊田

RA co-medical meeting
～多職種連携を考える～

宮本俊明 RA co-medical meeting 2018.6 浜松

最新知見に基づいたRA治療戦略
～自院症例を中心にBIOの選択を考える
～

宮本俊明 宮崎RA Expert Meeting 2018.6 宮崎

最新知見に基づいたRA治療戦略
～自院症例を中心にBIOの選択を考える
～

宮本俊明 RA Expert Meeting in 幕張 2018.7 千葉

RA治療から見えたMTX、TNF阻害薬のベ
ストユース

宮本俊明
関節症性乾癬の実践診療を学
ぶ

2018.7 浜松

最適なRA治療を個々の患者に届けるため
に～実臨床でのI.Cのこつと治療薬の選択
について～

宮本俊明
第６回土岐関節リウマチ治療を
考える会

2018.8 土岐

患者様の高い治療ゴールを目指したリウ
マチ診療について

宮本俊明
RA患者様の治療ゴールを考え
る会

2018.8 京都

ステロイドを知る 宮本俊明
一般内科医を目指す若手医師
向けの膠原病セミナー

2018.9 浜松

免疫抑制剤を知る 山﨑賢士
一般内科医を目指す若手医師
向けの膠原病セミナー

2018.9 浜松

NSAIDを知る 石原龍平
一般内科医を目指す若手医師
向けの膠原病セミナー

2018.9 浜松

最新知見に基づいたRA治療戦略
～自院症例を中心にBIOの選択を考える
～

宮本俊明 鹿児島RA Expert Meeting 2018.9 鹿児島

RA治療におけるbDMARD、tsDMARDにつ
いて
～pre-conditioningと治療の選択について
～

宮本俊明
静岡市薬剤師会共催リウマチ
学術講演会

2018.10 静岡

皮膚病変を伴いやすい種々の膠原病疾
患へのアプローチ

宮本俊明
全身性強皮症の診療を考える
会

2018.10 浜松

BIO時代におけるMTXの安全で、実践的な
使い方～RA治療から見えたMTXのベスト
ユース～

宮本俊明
ふじのくに　乾癬 Expert 
Meeting

2018.11 浜松

RA治療におけるTNF阻害薬について
～GLMの使い処～

宮本俊明 Raweb講演 2018.12 浜松

当院でのRA患者におけるアダリムマブ治
療208例208週でみられた寛解導入率と継
続率

宮本俊明 山﨑賢士、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

高疾患活動性RA患者におけるアダリムマ
ブ実臨床下の有用性
～当院での71例208週でみられた寛解導
入率～

宮本俊明 山﨑賢士、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

MTX使用不可症例に対するIGU＋TNF阻
害薬の有用性

宮本俊明 山﨑賢士、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

BIO効果不十分例へのIGU追加併用によ
り寛解導入の検討

宮本俊明 山﨑賢士、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

MTX+BIOにて治療ゴール達成後RA患者
におけるMTX減量の試み

宮本俊明 山﨑賢士、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

メトトレキサート服用患者における肝障
害，消化器症状に対する対処法～フォリ
アミン１mg/日連日投与の有用性～

宮本俊明 山﨑賢士、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

MTX+BIO治療抵抗性症例における治療
選択の検討

宮本俊明 山﨑賢士、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

高齢者におけるアダリムマブ投与の有効
性および継続率に関する統計

宮本俊明 山﨑賢士、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

肥満は関節リウマチに対するTNF阻害薬
の効果阻害因子になり得るか

山﨑賢士 宮本俊明、井上達雄、石原龍平 第62回日本リウマチ学会総会 2018.4 品川

治療抵抗性再発性脳梗塞に対し、エンド
キサンパルスが奏効した中枢神経ループ
スの1例

石原龍平 宮本俊明、山﨑賢士、井上達雄 第30回中部リウマチ学会 2018.8 名古屋

＜一般講演・その他の講演＞

膠原病リウマチ内科



関節リウマチ治療中に残存する疼痛や腫
脹に対しての関節超音波検査の有用性

新村奈津実 宮本俊明、山﨑賢士、井上達雄 第91回日本超音波学会総会 2018.6 神戸

治療抵抗性再発性脳梗塞に対し、エンド
キサンパルスが奏効した中枢神経ループ
スの1例

山﨑賢士 宮本俊明、井上達雄、石原龍平 Mt.Fuji work shop on CVD 2018.8 名古屋

関節リウマチ治療中に残存する疼痛や腫
脹に対しての関節超音波検査の有用性

新村奈津実 宮本俊明、山﨑賢士、井上達雄 第67回日本医学検査学会 2018.8 浜松

関節リウマチ治療中に残存する疼痛や腫
脹に対しての関節超音波検査の有用性

山﨑賢士 宮本俊明、井上達雄、石原龍平 第33回日本臨床リウマチ学会 2018.11 東京

集学的治療を必要とした血球貪食症候群
合併のSLEに腸管嚢腫気腫症を合併した
1例

石原龍平 宮本俊明、山﨑賢士、井上達雄 第235回東海地方会 2018.7 浜松

＜一般講演・その他の講演＞
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Campylobacter rectus in the oral cavity 
correlates with proteinuria in IgA 
nephropathy patients

Taro Misaki

Shuhei Naka, Kaoruko Wato, Rina 
Hatakeyama, Yasuyuki Nagasawa, 
Seigo Ito5, Hiroaki Inaba, Ryota 
Nomura, Michiyo Matsumoto-
Nakano, Kazuhiko Nakano

Nephron Clinical Practice 2018.1 Nephron. 2018;139(2):143-149.

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

cnm陽性ミュータンス菌とIgA腎症の関連 三﨑太郎 第3回感染と腎障害研究会 2018.7.10 吉祥寺第一ホテル、東京

CKD、透析の薬剤管理 三﨑太郎 第8回静岡腎と薬剤研究会 2018.7.21
浜松、浜松市福祉交流セン
ター

エテルカルセチド塩酸塩の使用経験と今
後の改善点

三﨑太郎 パーサビブ学術講演会 2018.1.20
浜松市　オークラアクトシティホ
テル浜松

CKDとIgA腎症 三﨑太郎 浜松市歯科医師会講演会 2018.1.30 浜松市歯科医師会館

口腔内のC. rectus とcnm遺伝子陽性S. 
mutans の存在はIgA腎症患者の蛋白尿を
増悪させる

三﨑太郎

仲 周平、和唐薫子、畠山理那、
長澤康行、伊藤誓悟、   稲葉裕
明、野村良太、仲野道代、仲野和
彦

第41回IgA腎症研究会 2018.2.3 東京都　ベルサール八重洲

著明な腹水貯留を伴う小腸炎を併発した
腎不全の一例

清水吉貴
小野雅史、塩岡天平、千葉圭、鈴
木由美子、三﨑太郎

第56回静岡腎セミナー 2018.3.3 静岡市　葵タワー

口腔内のCnmタンパクを発現する
Streptococcus mutans株の存在はIgA腎
症患者のう蝕と蛋白尿に影響する

三﨑太郎

塩岡天平、小野雅史、鈴木由美
子、磯﨑泰介、福永暁子、和唐薫
子、畠山理那、仲 周平、野村良
太、仲野和彦

第61回日本腎臓学会総会 2018.6.8 新潟　朱鷺メッセ

歯科治療後に再増悪し、ステロイド治療が
奏功したIgA腎症の1例

三﨑太郎 小野雅史、鈴木由美子 第235回東海地方会 2018.7.1
浜松市、アクトシティ浜松　コン
グレスタワー

関節リウマチの治療経過中にIgA腎症と膜
性腎症を合併した一例

濱本希
清水吉貴、小野雅史、鈴木由美
子、三﨑太郎

第57回静岡腎セミナー 2018.9.1 ホテルコンコルド浜松、浜松

著明な腹水貯留を伴う小腸炎を呈したIgA
血管炎の一例

清水吉貴
小野雅史、鈴木由美子、三﨑太
郎

第48回日本腎臓学会東部学術
会

2018.10.21 京王プラザホテル、東京

Intravenous Administration of 
Streptococcus mutans Induces IgA 
Nephropathy in Rats

K. WATO

S. NAKA, T. MISAKI, R. 
HATAKEYAMA, Y. NAGASAWA, 
S. ITO, H. INABA, R.NOMURA, M. 
MATSUMOTO, NAKANO, K. 
NAKANO

第66回国際歯科研究学会日本
部会総会・学術大会

2018.11.17
北海道大学クラーク会館、北海
道

風邪と感染症 三﨑太郎 第203回腎臓いきいき教室 2018.1.20 聖隷浜松病院、浜松

脂質異常と腎障害
塩岡天平、三
﨑太郎

第204回腎臓いきいき教室 2018.2.17 聖隷浜松病院、浜松

行楽と健康法 三﨑太郎 第205回腎臓いきいき教室 2018.3.10 聖隷浜松病院、浜松

腎臓って何？ 三﨑太郎 第206回腎臓いきいき教室 2018.4.19 聖隷浜松病院、浜松

尿酸と腎 三﨑太郎 第207回腎臓いきいき教室 2018.5.17 聖隷浜松病院、浜松

透析と腎移植 三﨑太郎 第208回腎臓いきいき教室 2018.6.21 聖隷浜松病院、浜松

熱中症 三﨑太郎 第209回腎臓いきいき教室 2018.7.19 聖隷浜松病院、浜松

貧血 三﨑太郎 第210回腎臓いきいき教室 2018.8.16 聖隷浜松病院、浜松

検査値の見方 三﨑太郎 第211回腎臓いきいき教室 2018.9.20 聖隷浜松病院、浜松

高血圧と腎 三﨑太郎 第212回腎臓いきいき教室 2018.10.18 聖隷浜松病院、浜松

糖尿病と腎 三﨑太郎 第213回腎臓いきいき教室 2018.11.15 聖隷浜松病院、浜松

冬の過ごし方 三﨑太郎 第214回腎臓いきいき教室 2018.12.20 聖隷浜松病院、浜松

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 三﨑太郎 第235回東海地方会 2018.7.1
浜松市、アクトシティ浜松　コン
グレスタワー

座長 三﨑太郎 透析合併症対策講演会 2018.8．4 ホテルコンコルド浜松、浜松

座長 三﨑太郎 第57回静岡腎セミナー 2018.9.1 ホテルコンコルド浜松、浜松

座長 三﨑太郎 第52回静岡腎不全研究会 2018.10.14 グランシップ、静岡市

座長 三﨑太郎 第15回半田山臨床研究会 2018.11.21 グランドホテル浜松、浜松

腎臓内科・腎センター

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

チラージンSによる薬剤性肝障害が疑わ
れた1例

林千雅
大西 裕大, 綿引 基, 岩鬼 裕之, 
柏原 裕美子

第18回日本内分泌学会東海支
部学術集会

2018.1 三重県津市

当院の糖尿病患者における抗GAD抗体に
関する検討

林千雅
大西 裕大, 綿引 基, 岩鬼 裕之, 
柏原 裕美子

第 92回日本糖尿病学会中部
地方会

2018.9 愛知県名古屋市

＜一般講演・その他の講演＞

内分泌内科



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

透析患者に対する抗てんかん薬の使い方
について教えて下さい

佐藤慶史郎 加藤明彦
いまさら訊けない！
透析患者
薬剤の考え方、使い方

2018.01 302-305 中外医学社

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Targeting the enhanced ER stress 
response in Marinesco-Sjogren syndrome

Kashimada A
Hasegawa S, Isagai T, Uchiyama 
T, Matsuo M, Kawai M, Goto M, 
Morio T, Hayashi YK, Takagi M.

J Neurol Sci. 2018 385；49-56

当院で経験した，MRI拡散強調画像にて
脳梁膨大部に可逆性高信号域を認めた
成人3症例の検証

鈴木重將
内山 剛 明神寛暢 渡邊一樹 山本
大介 佐藤慶史郎 大橋　寿彦

日本神経救急学会雑誌 2018 30(2):62-66

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞

ラサギリンの国内臨床成績（併用療法）に
ついて

内山　剛
Takeda Parkinson's Disease 
Symposium Meet the Expert in 
Nagoya

2018.6 名古屋

＜一般講演・その他の講演＞

囲碁で誘発されるてんかん 佐藤慶史郎
藤本礼尚，西村光代，新美惠子，
市川尚己

第５２回　日本てんかん学会学
術集会

2018.10. 横浜

ハイハイ後進（後ずさり）におけるパーキン
ソン病の骨盤動揺の特徴

鈴木重將
内山剛　明神寛暢　仲山知宏　渡
邊一樹　志水早由里　若月里江 
佐藤慶史郎　大橋寿彦

第59回日本神経学会学術大会 2018.5 北海道札幌市

後ずさりを含む四つ這い動作を用いた
パーキンソン病の細分類

鈴木重將
内山剛明神寛暢　仲山知宏　渡
邊一樹　志水早由里　若月里江 
佐藤慶史郎　大橋寿彦

第36回日本神経治療学会学術
集会

2018.11 東京都江東区

IVIgと免疫抑制剤で筋力が維持できた成
人発症ネマリンミオパチーの一例

明神寛暢
若月里江、鈴木重將、佐藤慶史
郎、大橋寿彦、内山 剛

第30回神経免疫学会 2018.9 郡山

ハイハイの前進および後進を用いたパー
キンソン病の再分類 明神寛暢

内山剛、仲山知宏、志水早由里、
若月里江、鈴木重將、　　　　　　
渡邊一樹、山本大介、佐藤慶史
郎、大橋寿彦

第59回神経学会 2018.5 札幌

最近3 年間での当院における血液浄化療
法の介入状況

若月　里江
内山　剛, 明神寛暢, 鈴木重將,佐
藤慶史郎, 大橋寿彦

第59回日本神経学会学術大会 2018.5 札幌

当院で最近1年間に経験した脳膿瘍5例の
検討

若月　里江
内山　剛, 明神寛暢, 鈴木重將,佐
藤慶史郎, 大橋寿彦

第23回日本神経感染症学会総
会・学術大会

2018.10 東京

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 内山　剛
シームレスな認知症治療を考
える会

2018.1 浜松

座長 内山　剛 第6回　CNTプログレス 2018.3 浜松

座長 内山　剛 浜松 ALS 講演会 2018.8 浜松

座長 内山　剛
第12回　パーキンソン病友の
会西部地区医療講演会

2018.9 浜松

高齢者てんかんの実際 佐藤慶史郎 UCB社内研修会 2018.11 浜松

日常診療でみる高齢者てんかん 佐藤慶史郎 DEフォーラム 2018.11 浜松

認知機能障害で精査し、 皮膚生検にて
NIIDの診断に至った１例

鈴木重將
内山  剛　若月里江 　明神寛暢　
佐藤慶史郎　近土善行　大橋寿
彦

第18回静岡メディンシア懇話会 2018.11 浜松

神経内科



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞

当院のICU入室患者におけるDNAR指示
の現状

齋藤秀輝
渥美生弘、土手尚、岡俊明、田中
茂

第45回　日本集中治療学会 2018/2/21 千葉県千葉市

ビタミンB1投与によって急速に肺高血圧
の改善を認めた脚気心と思われる1例

加藤寛子
水野雄介、秦武弘、加藤好信、齋
藤秀輝、後藤雅之、磯村大地、岡
田尚之、岡俊明、鈴木保孝

第55回　静岡心エコー図セミ
ナー

2018/1/13 静岡県静岡市

三尖弁置換術前にPDEⅢ阻害薬投与を行
い、相反する経過をとった修正大血管転
位の2症例

齋藤秀輝 森善樹、岡俊明
第20回　日本成人先天性心疾
患学会総会

2018/1/27 東京都千代田区

「高齢化社会における循環器疾患の治療
戦略～抗凝固療法、TAVI、退院支援～」

岡俊明 徳島臨床カンファレンス 2018/1/30 徳島県小松島市

高齢者における心房細動の治療戦略 岡俊明
循環器疾患と医療連携を考え
る会

2018/4/24 静岡県沼津市

座位・立位での著明な低酸素血症を呈し
た一例

後藤雅之 第10回　河田町フォーラム 2018/5/12 東京都文京区

残存リスク低減を目指した積極的資質定
価療法の意義～HIJ-PROPER試験の知
見

岡俊明 東三学術講演会 2018/5/16 愛知県豊橋市

無冠尖から焼灼し得た心房頻拍の2例 加藤好信 第9回　浜松不整脈研究会 2018/5/23 静岡県浜松市

高齢者における心房細動治療戦略 岡俊明
アブレーションと高齢者心房細
動治療戦略

2018/5/30 静岡県浜松市

心臓・血管病からあなたと家族を守るには 岡俊明
2018第2回　はままつ健康
フォーラム

2018/8/4 静岡県浜松市

Prescription at discharge and related 
factors in patients with first heart failure 
hospitalization

Sakito Masuda
Hideki Saitoou、Ryo Sugiura、
Toshiaki Oka

第22回　日本心不全学会 2018/10/12 東京都新宿区

Survey result of Advance Care Planning 
of heart falure based on questionnaire to 
multi-occupation in multi-center

Hideki Saitoou

Takenori Ikoma、Yusuke Mizuno、
Ayako Kondo、Mnami Shirai、
Atsushi Yamamoto、Ryo Sugiura、
Toshiaki Oka

第23回　日本心不全学会 2018/10/12 東京都新宿区

高齢化社会における脳卒中予防戦略～
抗血栓療法のリスク＆ベネフィット

岡俊明
第3回　日常診療に役立つ脳卒
中治療勉強会

2018/10/29 静岡県浜松市

クライオバルーンによる両側肺静脈隔離
後に肺静脈狭窄を来しバルーン拡張術を
施行した1例

加藤好信

梅田和敬、水野雄介、加藤寛子、
秦武弘、齋藤秀輝、後藤雅之、磯
村大地、岡田尚之、岡俊明、神谷
典男、広瀬徳勝、藤井洵希、三浦
啓道、秋元聡子、清水圭太

カテーテルアブレーション秋季
大会2018

2018/11/10 沖縄県宜野湾市

当院でのSGLT2阻害薬 症例報告 秦武弘
地域連携学術講演会～循環器
専門医が考える最新治療

2018/11/28 静岡県浜松市

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

Opening Remarks 岡俊明 進化する糖尿病治療 2018/2/14 静岡県浜松市

司会 水野雄介
第1回　浜松心不全チームディ
スカッション

2019/2/24 静岡県浜松市

閉会挨拶 齋藤秀輝
第1回　浜松心不全チームディ
スカッション

2019/2/24 静岡県浜松市

Opening Remarks 杉浦亮
糖尿病UPDATE-循環器医から
見た糖尿病治療-

2018/5/21 静岡県浜松市

特別講演座長 岡俊明
糖尿病UPDATE-循環器医から
見た糖尿病治療-

2018/5/21 静岡県浜松市

基調講演座長 岡俊明
浜松CATセミナー～Cancer 
associated thrombus～

2018/5/28 静岡県浜松市

特別講演座長 岡俊明 浜松肺高血圧フォーラム 2018/6/6 静岡県浜松市

特別講演座長 岡俊明
心房細動TOTAL CAREセミ
ナー

2018/7/11 静岡県浜松市

特別講演座長 岡俊明 第7回　浜松心不全研究会 2018/10/31 静岡県浜松市

特別講演座長 岡俊明 抗血栓療法を考える会 2018/11/13 静岡県浜松市

講演座長 杉浦亮
地域連携学術講演会～循環器
専門医が考える最新治療

2018/11/28 静岡県浜松市

＜一般講演・その他の講演＞

循環器科・不整脈科



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

続・仏教精神分析－フロイトの心、親鸞の
心－

生田孝 Harding,C.、永尾雄二郎
続・仏教精神分析－フロイトの
心、親鸞の心－

2018 金剛出版

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

私の精神医学的変遷史（1）－草創編－ 生田孝 福岡行動医学雑誌 2018 25(1);120-125

私の精神医学的変遷史（2）－物理編－ 生田孝 福岡行動医学雑誌 2018 25(1);126-130

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

精神医学概論 生田孝 浜松いのちの電話 2018.4 浜松

産後うつ病をはじめとする周産期精神障
害－妊娠・出産・育児への影響と関わり方
のポイント－

堀雅博 春季静岡県西部周産期勉強会 2018.5 浜松

精神科疾患の診分け方－身体科から精
神科紹介へのかんどころ－

生田孝 公益社団法人　岐阜病院 2018.9 岐阜

気持ちのつらさを抱える患者にどうやって
向き合っていけばいいのか

堀雅博
2018年度第4回聖隷浜松病院
緩和医療学習会

2018.9 浜松

緩和ケア：精神症状（気持ちのつらさ・せ
ん妄）

堀雅博
がん診療に携わる医師に対す
る緩和ケア研修会

2018.12 浜松

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

聖隷クリストファー大学社会福祉学部講
義

堀雅博 精神保健学Ⅰ 2018.4～7 浜松

＜一般講演・その他の講演＞

精神科



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁
Roles of venovenous anastomosis and 
umbilical cord insertion abnormalities in 
birthweight discordance in 
monochorionic-diamniotic twin 
pregnancies without twin-twin 
transfusion syndrome.

Konno H
Murakoshi T, Yamashita A, 
Matsushita M.

J Obstet Gynaecol Res. 2018 44(4):623-629.

Incidence of respiratory depression after 
epidural administration of morphine for 
cesarean delivery: findings using a 
continuous respiratory rate monitoring 
system.

Terada S
Irikoma S, Yamashita A, 
Murakoshi T.

Int J Obstet Anesth. 2018 Epub ahead

The Cytoreductive Effect of 
Radiotherapy for Small Cell Ovarian 
Carcinoma of the Pulmonary Type: A 
Case Report and Review of the 
Literature.

Terada S
Suzuki T, Hasegawa A, Nakayama 
S, Adachi H.

Case Rep Obstet Gynecol. 2018 articl ID 4383216.

Comparison of inflationary non-invasive 
blood pressure (iNIBP) monitoring 
technology and conventional deflationary 
non-invasive blood pressure (dNIBP) 
measurement in detecting hypotension 
during cesarean section.

Yamashita A Irikoma S. JA Clin Rep. 2018 4(1):5.

Acute Abdomen due to Mutual Tangle of 
Two Small Paratubal Cysts.

Kobayashi H
Shibuya S, Iga K, Kato K, Kato A, 
Terada S, Adachi H.

Case Rep Obstet Gynecol. 2018 Article ID2351809.

A poor long-term neurological prognosis 
is associated with abnormal cord insertion 
in severe growth-restricted fetuses.

Nakamura M

Umehara N, Ishii K, Sasahara J, 
Kiyoshi K, Ozawa K, Tanaka K, 
Tanemoto T, Ichizuka K, 
Hasegawa J, Ishikawa H, 
Murakoshi T, Sago H.

J Perinat Med. 2018 46(9):1040-1047.

Analysis of maternal death autopsies 
from the nationwide registration system 
of maternal deaths in Japan.

Hasegawa J

Wakasa T, Matsumoto H, 
Takeuchi M, Kanayama N, Tanaka 
H, Katsuragi S, Nakata M, 
Murakoshi T, Osato K, Nakamura 
M, Sekizawa A, Ishiwata I, Ikeda 
T.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 31(3):333-338.

Analysis of preventability of hypertensive 
disorder in pregnancy-related maternal 
death using the nationwide registration 
system of maternal deaths in Japan.

Katsuragi S

Tanaka H, Hasegawa J, Nakamura 
M, Kanayama N, Nakata M, 
Murakoshi T, Yoshimatsu J, 
Osato K, Tanaka K, Sekizawa A, 
Ishiwata I, Ikeda T.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Epub ahead

Analysis of preventability of stroke-
related maternal death from the 
nationwide registration system of 
maternal deaths in Japan.

Katsuragi S

Tanaka H, Hasegawa J, Nakamura 
M, Kanayama N, Nakata M, 
Murakoshi T, Yoshimatsu J, 
Osato K, Tanaka K, Sekizawa A, 
Ishiwata I, Ikeda T.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 31(16):2097-2104.

当院での両側総腸骨もしくは内腸骨動脈
バルーン留置を行った全前置癒着胎盤症
例の転帰.

加藤恵一朗
松下充, 加藤愛理, 今野寛子, 鈴
木貴士, 松本美奈子, 安達博, 村
越毅.

関東連合産科婦人科学会誌. 2018 55(4):429-433.

婦人科腹腔鏡手術における術後の治療
介入を要する肩痛出現頻度を減らす因子
の検討.

稲岡直子
塩島聡, 花岡美枝子, 寺田周平, 
安達博, 渋谷伸一.

日本産科婦人科内視鏡学会雑
誌.

2018 34(1):75-79.

双胎の分娩時期の検討　妊娠38週を目標
とした分娩管理は妥当か.

稲岡直子
村越毅, 加藤恵一朗, 寺田周平, 
今野寛子, 松下充, 松本美奈子, 
鈴木貴士.

日本周産期・新生児医学会雑
誌.

2018 54(4):1048-1053.

卵巣癌初回治療中に発症したフルニエ壊
疽の一例.

保田歩
今野寛子, 長谷川瑛洋, 伊藤崇博, 
鈴木貴士, 中山理, 鳥居裕一, 村
越毅, 安達博.

関東連合産科婦人科学会誌. 2018 55(1):73-78.

妊娠中発症の胸腺腫合併赤芽球癆　妊
娠関連赤芽球癆との鑑別.

寺田周平
松下充, 今野寛子, 鈴木貴士, 村
越毅.

関東連合産科婦人科学会誌. 2018 55(4):555-560.

【早産管理2018-至適娩出時期をめぐっ
て】 早産期前期破水の管理と児の予後　
破水から分娩までの日数をキーとして　聖
隷浜松病院.

村越毅 宮原純. 周産期医学. 2018 48(5):601-604.

【ここまで進んだ胎児治療】 胎児胸水に対
するシャント手術の適応と実際.

松下充 産科と婦人科. 2018 85(9):1046-1051.

胎児輸血実施マニュアル. 小澤克典
村田将春, 室月淳, 村越毅, 与田
仁志, 梶原道子, 北澤淳一, 左合
治彦.

日本産婦人科・新生児血液学
会誌.

2018 27(2):97-100.

【周産期専門資格を取ろう!】 周産期関連
資格　J-Cimelsインストラクター.

村越毅 周産期医学. 2018 48(12):1670-1672.

【On Fleek 産婦人科手術】周産期 超低出
生体重児に対する帝王切開術.

村越毅 産婦人科の実際. 2018 67(11):1368-1376.

【ここまで進んだ胎児治療】 TTTSに対す
る胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術
(FLP).

村越毅 産科と婦人科. 2018 85(9):1033-1039.

産科医療補償制度に学ぶ　助産師のため
の妊娠・分娩マネジメント講座(第18回)　
●母児間輸血症候群.

村越毅 ペリネイタルケア. 2018 37(9):868-873.

【はせじゅん先生のおもしろセレクション　
助産師が今さら聞けない臨床のギモン】
(第2部)分娩中のクリニカル・ギモン 分娩
管理のギモン　軟産道強靱　ブスコパンは
効く?

村越毅 ペリネイタルケア. 2018 07(2018夏季増刊):125-128.

【ここが知りたい!　早産の予知・予防の最
前線】子宮収縮抑制薬の応用 rapid 
tocolysisの適応と方法は?

村越毅 臨床婦人科産科. 2018 72(3):376-381.

【脳性麻痺をいかに予防するか?-産科医
療補償制度再発防止に関する報告書をも
とに】 産科　双胎における血流不均衡によ
る脳性麻痺発症の現状.

村越毅 周産期医学. 2018 48(3):350-356.

【術前・術中・術後のアセスメント&ケアを
時系列で網羅!帝王切開バイブル】[第1章]
選択的帝王切開分娩の流れ 【術中】手順.

村越毅 ペリネイタルケア. 2018 01(2018新春増刊):52-63.

【術前・術中・術後のアセスメント&ケアを
時系列で網羅!帝王切開バイブル】[第1章]
選択的帝王切開分娩の流れ 【適応・施行
時期】母体適応・胎児適応、母児のリスク
を鑑みた施行時期.

村越毅 ペリネイタルケア. 2018 01(2018新春増刊):8-15.

産婦人科



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞

周産期医療の質と安全の向上に向けて～
産科医療補償制度再発防止に関する報
告書からみた双胎管理の留意点～ 妊娠
第3半期における双胎妊娠の管理ポイント.

村越毅
第5４回日本周産期新生児学
会

2018.07 東京

早産3　Biological Network　早産と絨毛膜
羊膜炎 早産と絨毛膜羊膜炎　周産期学シ
ンポジウムアンケート結果を中心に.

村越毅
第5４回日本周産期新生児学
会

2018.07 東京

胎児治療の現状と将来　The Fetus as A 
Patient　（教育セミナー）.

村越毅 第41回日本母体胎児医学会. 2018.08 東京

胎児治療オーバービュー. 村越毅 第16回日本胎児治療学会. 2018.11 東京

本邦における胎児治療の現状と展望　〜
できること、できないこと、できてほしいこと
〜.

村越毅
あいち小児循環器・胎児・新生
児セミナー.

2018.05 愛知

〜妊産婦死亡症例検討評価委員会から
みえてきたもの〜　母体安全のための十
則.

村越毅
平成29年度　第3回新潟県産
婦人科医会研修会.

2018.01 新潟

〜妊産婦死亡症例検討評価委員会から
みえてきたもの〜　妊産婦死亡 “ゼロ” を
めざして！　『母体安全のための十則』.

村越毅
平成30年度 愛知県産婦人科
医会救急医療研修会.

2018.09 名古屋

〜妊産婦死亡 “ゼロ” をめざして！〜　母
体安全のための十則 & 母体救命講習会 
J-MELS.

村越毅
平成30年度 第9回羽衣セミ
ナー.

2018.09 静岡

多胎妊娠 UpDate 〜膜性診断から最新の
知見まで〜.

村越毅 愛育周産期医療研修会. 2018.07 東京

おなかの中の赤ちゃんを救え！　〜胎児
治療に魅せられて〜.

村越毅
校友会創立144周年記念式典　
（新潟県上越市高田高校）.

2018.05 新潟

双胎妊娠　膜性診断と双胎の管理. 村越毅
母体胎児医学会　産婦人科超
音波セミナー.

2018.05 香川

中枢神経系、顔、骨格、四肢の見方. 村越毅
母体胎児医学会　産科超音波
セミナー.

2018.05 香川

胎児胸腹部の見方と異常. 村越毅
母体胎児医学会　産科超音波
セミナー.

2018.05 香川

多胎妊娠 UpDate 〜膜性診断から最新の
知見まで〜.

村越毅 第８回産婦人科レビューコース. 2018.02 大阪

周産期とART　〜妊婦さんの幸せのため
に知っておきたいこと.

村越毅 第14回東海ARTカンファレンス. 2018.02 名古屋

双胎胎児超音波でのポイント. 村越毅
第20回日本イアンドナルド超音
波講座.

2018.11 大阪

本邦における胎児治療の現状　〜できる
こと、できないこと、できてほしいこと〜.

村越毅
第56回山陰小児外科・周産期
研究会.

2018.02 島根

日本と浜松市の無痛分娩の現状. 村越毅
第122回日本産科麻酔学会学
術集会サテライト企画　市民公
開講座 in 浜松.

2018.09 浜松

PUBS/IUT & TAS, The Fetus as A 
patient.

村越毅
胎児治療ハンズオンセミナー in 
出雲.

2018.11 島根

The Fetus as A Patient　〜胎児治療に魅
せられて〜.

村越毅
静岡県産婦人科サマーセミ
ナー.

2018.07 静岡

Primary fallopian tube carcinoma that was 
preoperatively diagnosed as cervical 
cancer.

Kobayashi M
Iga K, Kato A, Terada S, 
Kobayashi H, Suzuki T, Adachi H, 
Nakayama S.

17th  Biennial Meeting of The 
International Gynecologic 
Cancer Society.

2018.09 Kyoto, Japan

Continuous irrigation technique with 
fetoscopic laser surgery for dull and 
bloody amniotic fluid in TTTS.

Murakoshi T
Konno H, Terada S, Soga E, 
Matsushita M, Torii Y.

28th World Congress on 
Ultrasound in Obstetrics and 
Gyneclology.

2018.10 Singapore, Singapore

Cervical cerclage with use of new 
dedicated device for absence of an 
ectocervix following uterine cervical 
conization.

Murakoshi T
Yokouchi T, Konno H, Terada S, 
Soga E, Matsushita M, Suzuki T, 
Torii Y.

28th World Congress on 
Ultrasound in Obstetrics and 
Gyneclology.

2018.10 Singapore, Singapore

一絨毛膜二羊膜性双胎における吻合血
管の検討.

今野寛子
寺田周平, 松本美奈子, 松下充, 
鈴木貴士, 村越毅.

第70回日本産科婦人科学会 2018.05 仙台

当院における子宮平滑筋肉腫21症例の
検討.

小林光紗

伊賀健太朗, 加藤恵一朗, 加藤愛
理, 保田歩, 稲岡直子, 寺田周平, 
小林浩治, 鈴木貴士, 安達博, 中
山理.

第70回日本産科婦人科学会 2018.05 仙台

当院における子宮体癌迅速病理生検の
有用性の検討.

小林浩治
加藤愛理, 保田歩, 稲岡直子, 寺
田周平, 鈴木貴士, 中山理, 安達
博.

第70回日本産科婦人科学会 2018.05 仙台

腟内に突出する子宮腟部が存在しない子
宮頸部円錐切除後妊娠に対する頸管縫
縮術:浅川式ayh鉗子の有用性.

村越毅

加藤恵一朗, 伊賀健太朗, 加藤愛
理, 保田歩, 稲岡直子, 寺田周平, 
今野寛子, 小林光紗, 松下充, 鈴
木貴士, 鳥居裕一.

第70回日本産科婦人科学会 2018.05 仙台

妊娠中に発症した劇症型a群溶連菌感染
症における重症度の指標.

田中博明

桂木真司, 長谷川潤一, 大里和広, 
田中佳世, 仲村将光, 中田雅彦, 
村越毅, 関沢明彦, 金山尚裕, 石
渡勇, 池田智明, 妊産婦症例検討
評価委員会.

第70回日本産科婦人科学会 2018.05 仙台

経腹超音波による産後子宮内腔貯留と出
血量の関連.

山田歩美
鈴木香恵子, 原真理子, 牛田淳子, 
中村光代, 松下充, 村越毅.

第91回日本超音波医学会 2018.06 神戸

帝王切開後の経腟超音波断層法による子
宮の縦径や体積と帰室後出血量の関連
性.

稲岡直子
山下亜貴子, 松下充, 加藤恵一朗, 
寺田周平, 今野寛子, 鈴木貴士, 
松本美奈子, 村越毅.

第91回日本超音波医学会 2018.06 神戸

インプラノン(皮下埋め込み型避妊用イン
プラント)による脳静脈洞血栓症の一例.

加藤恵一朗

村越毅, 伊賀健太朗, 加藤愛理, 
寺田周平, 今野寛子, 小林光紗, 
小林浩治, 塩島聡, 松下充, 鈴木
貴士, 安達博.

第13５回関東連合産科婦人科
学会

2018.06 東京

フェンタニルで複数回レスキューしなけれ
ばならない硬膜外カテーテルを信じられる
か？　～当院における硬膜外無痛分娩で
の後方視的検討～. 2018.

加藤恵一朗 入駒慎吾, 村越毅. 麻酔科学セミナー 2018.06   沖縄

当院の無痛分娩における硬膜外カテーテ
ルの血管内及びくも膜下迷入の頻度　～
スプリングコイル内蔵の多孔カテーテルで
の前方視的研究～

加藤愛理 入駒慎吾, 村越毅. 麻酔科学セミナー 2018.06   沖縄

破裂を来すもHair-ballが栓になり自然閉
鎖したと考えられる無症状巨大成熟嚢胞
性奇形腫破裂の一例.

安達博
塩島聡, 寺田周平, 小林光紗, 小
林浩治, 中山理.

第57回日本産婦人科内視鏡学
会

2018.07 島根

上腹部手術後で臍部周囲の腹壁への腸
管癒着リスク症例に、下腹部オープン法で
安全に第1トロッカー挿入を行った一例.

寺田周平
塩島聡, 小林光紗, 小林浩治, 中
山理, 安達博.

第57回日本産婦人科内視鏡学
会

2018.07 島根

母体呼吸困難感を主訴とし、緊急帝王切
開後に診断された劇症1型糖尿病の一例.

寺田周平
松下充, 稲岡尚子, 今野寛子, 松
本美奈子, 鈴木貴士, 村越毅.

第5４回日本周産期新生児学
会

2018.07 東京

＜一般講演・その他の講演＞



本邦におけるHypertensive disorder of 
pregnancyによる妊産婦死亡の死亡回避
率に関する解析.

桂木真司

石渡勇, 大里和宏, 関沢明彦, 金
山尚裕, 田中博明, 田中佳世, 中
田雅彦, 仲村将光, 長谷川潤一, 
村越毅, 吉松淳, 池田智明.

第5４回日本周産期新生児学
会

2018.07 東京

心血管疾患に関連した妊産婦死亡の死亡
時期と死亡原因の関係.

田中博明

桂木真司, 長谷川潤一, 仲村将光, 
大里和広, 中田雅彦, 村越毅, 関
沢明彦, 金山尚裕, 石渡勇, 池田
智明, 妊産婦死亡症例検討評価
委員会.

第5４回日本周産期新生児学
会

2018.07 東京

胎児治療ハンズオンセミナーによる手技
修練の試み.

野口翔平

照井克生, 石井桂介, 大橋夕樹, 
笹原淳, 住江正大, 高橋雄一郎, 
田中基, 中田雅彦, 見上由紀子, 
宮下進, 村越毅.

第5４回日本周産期新生児学
会

2018.07 東京

妊産婦死亡事例における胎盤早期剥離
の特徴.

長谷川潤一
田中博明, 桂木真司, 仲村将光, 
大里和広, 中田雅彦, 村越毅, 関
沢明彦, 石渡勇, 池田智明.

第5４回日本周産期新生児学
会

2018.07 東京

顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術を施行し
た非閉塞性無精子症および高度乏精子
症症例の検討.

今井伸
塩島聡, 小林浩治, 栗田哲至, 鈴
木伊都子, 村松正子.

第６３回生殖医学会 2018.09 旭川

高度な脊椎弯曲を合併したプルーンベ
リー症候群の一例.

今野寛子
加藤恵一朗, 曽我江里, 寺田周平, 
松下充, 村越毅.

第16回日本胎児治療学会. 2018.11

腟内に突出する子宮腟部が存在しない子
宮頸部円錐切除後妊娠に対する頸管縫
縮術　浅川式AYH鉗子の有用性.

村越毅 松下充, 安達博, 鳥居裕一. 新潟産婦人科同窓会集談会 2018.12 新潟

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長（Chair） "Management of 
Complecated Multiple Pregnancy"

Murakoshi T Gratacos E
28th World Congress on 
Ultrasound in Obstetrics and 
Gyneclology.

2018.10 Singapore, Singapore

座長（Chair） "Fetal Growt: moving 
paradigm from size to function"

Murakoshi T Hecher K
28th World Congress on 
Ultrasound in Obstetrics and 
Gyneclology.

2018.10 Singapore, Singapore

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

母児同室 杉浦弘 村越毅 ペリネイタルケア増刊号 2018.1 104-109 メディカ出版

早期母子接触 杉浦弘 村越毅 ペリネイタルケア増刊号 2018.1 75-82 メディカ出版

新生児の循環器疾患予後改善のプラスワ
ン！　双胎間輸血症候群出生後の循環管
理のポイント

大箸拓 杉浦弘 Neonatal care 2018.2 18-23 メディカ出版

新生児遷延性肺高血圧症・横隔膜ヘルニ
ア

杉浦弘 増谷聡
新生児の循環管理ビジュアル
大図鑑

2018.3 52-61 メディカ出版

聖隷浜松病院での取り組み　家族と医療
者による協働意思決定を目指して

太田幹人
杉浦弘、宮原純、中村典子、片橋
てるみ

小児看護 2018.6 712-717 へるす出版

I はじめに　II-1対策本部の設置と被災地
域の状況確認 IV-1トリアージ　IV-2災害
時の連絡方法　IV-4ライフライン　付録9 
災害時に役立つリンク集　付録10 BCP
チェックリスト

大木茂
日本新生児成育医学会・新生児
医療連絡会

災害時の新生児医療体制復旧
手順ver.3

2018.8
P2,3,20-23,24-27,29-
31,xxiv,xxvii

新生児医療連
絡会事務局

3-7 おもな先天異常（染色体異常）と診断
と管理

中島秀幸
大木茂

一般社団法人 日本新生児成育
医学会

新生児学テキスト 2018.11 P95-105 メディカ出版

第22章災害と新生児医療 大木茂 仁志田 博 新生児学入門 第5版 2018.11 P412-416 医学書院

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

ダウン症候群に合併した特発性遷延性肺
高血圧症に対する初期治療の比較

宮原純 杉浦弘、大木茂
日本周産期・新生児医学会雑
誌

2018 54(4); 981-984

Effectiveness and nephrotoxicity of a 2-
year medium dose of cyclosporine in 
pediatric patients with steroid-dependent 
nephrotic syndrome: determination of the 
need for follow-up kidney biopsy.

Kuroyanagi Y
Gotoh Y, Kasahara K, Nagano C, 
Fujita N, Yamakawa S, Yamamoto 
M, Takeda A, Uemura O.

Clin Exp Nephrol. 2018 Apr;22(2):413-419

Influence of thyroid function on 
glomerular filtration rate and other 
estimates of kidney function in two 
pediatric patients.

Uemura O.
Iwata N, Nagai T, Yamakawa S, 
Hibino S, Yamamoto M, Nakano 
M, Tanaka K.

CEN Case Rep. 2018 May;7(1):169-173

PMX-DHPを導入した早産児のSIRS例例 宮原直之

中島秀幸, 赤羽洋祐, 大箸　拓, 円
谷悠子, 小泉 正人, 三宅史人, 宮
原 純, 廣瀬悦子, 元重京子, 杉浦 
弘, 山本雅紀, 大木 茂

エンドトキシン血症救命治療研
究会誌

2018 22(1)146-150

先天性心疾患合併の極低出生体重児の
長期的神経発達の現状

中嶌八隅
村上 知隆、 井上 奈緒、 金子 幸
栄、 廣瀬 悦子、森 善樹

日本小児科学会雑誌 2018 122巻12号 1818～1825

修正大血管転換症に対する三尖弁置換
後の遠隔成績

森善樹
第20回日本成人先天性心疾患
学会

2018 東京

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

シンポジウム　思春期・成人期のフォロ-
アップの目的と方法

(企画座長とし
て)篁 倫子
大木　茂

月森 久江、金澤 忠博、佐藤 亮
介、川瀬 昭彦、藤村 正哲

第41回ハイリスク児フォロー
アップ研究会

2018.6 東京

災害対策委員会企画シンポジウム
「小児周産期の災害訓練について」

(企画座長とし
て)菅原 準一
大木　茂

田中 宏幸、神元 有紀、市場 博
幸、岬  美穂、伊藤 友弥、祝原 賢
幸

第54回日本周産期新生児医学
会

2018.7 東京

小児在宅医療における病病連携、病診連
携～三次施設の立場から～

杉浦弘 静岡県小児科医会 2018.7 静岡

シンポジウム　超早産児の長期フォロー：
学童期以降のフォローアップの現状と理
想

(企画座長とし
て)河野　由美
大木　茂

平澤　恭子、平野　慎也、九島　
令子、廣瀬　悦子

第６３回日本新生児成育医学
会

2018.11 東京

維持療法の自己中断により回腸末端狭窄
を生じたクローン病の一例

渡邉一寿
第11回静岡県小児膠原病・自
己炎症疾患研究会

2018.7 静岡

無症候性蛋白尿の8歳男児例 山本雅紀 田中悠
第1回東海小児腎臓病理談話
会

2018.1 愛知

三尖弁置換術前にPDEIII阻害剤投与おこ
ない、相反する経過をとった修正大血管
転位の2症例

齋藤　秀輝 森善樹、岡敏明
第20回日本成人先天性心疾患
学会

2018.1 東京

無症候性肺梗塞(Silent Pulmonary 
Emboli)のFontan術後の成人例

金子　幸栄
森善樹、村上知隆、井上奈緒、中
嶌八隅、小出昌秋

第20回日本成人先天性心疾患
学会

2018.1 東京

TOFのPVR前に残存Original BTをAVP2を
用いて閉鎖した1例

村上　知隆
森善樹、中嶌八隅、金子幸栄、井
上奈緒、中西敏雄

第29回JPIC学術集会 2018.1 福岡

頚部化膿性リンパ節炎を契機に診断した
原発性免疫不全症の一例

先濵大

桐戸雄紀、小杉洋平、松原理沙、
田中悠、山本雅紀、大呂陽一郎、
松林正

第248回浜松小児科医会研究
会(症例検討会)

2018.01 浜松

当科で経験したBCG副反応 先濵大
松林正、桐戸雄紀、松原理沙、田
中悠、山本雅紀、大呂陽一郎

第13回静岡小児感染症研究会 2018.02 静岡

静岡小児感染症サーベイランス研究会の
活動報告

田中 敏博 松林 正 第13回静岡小児感染症研究会 2018.02 静岡

再発性下部尿路感染により尿道下裂術後
合併症が顕在化した男児例

田中悠 山本雅紀
第28回東海小児尿路疾患研究
会

2018.2 名古屋

新生児仮死管理における頭部超音波検
査による中枢神経の評価

中島秀幸

立松悠太、土手友梨、宮原直之、
大箸拓、太田幹人、円谷悠子、小
泉正人、三宅史人、宮原純、廣瀬
悦子、元重京子、杉浦弘、大木茂

第11回浜名湖カンファレンス 2018.3 浜松

頚部化膿性リンパ節炎を契機に診断した
p67phox欠損型慢性肉芽腫症の一例

先濵大
桐戸雄紀、小杉洋平、松原理沙、
田中悠、山本雅紀、大呂陽一郎、
松林正

第145回日本小児科学会静岡
地方会

2018.03 静岡

保険診療 Q & A ―RSV感染症― 松林 正 浜松小児感染免疫懇話会 2018.03 浜松

トリソミー21、呼吸障害のない特発性遷延
性 肺高血圧症に対する初期治療の検討

宮原　純
第121回日本小児科学会学術
集会

2018.4 福岡

聖隷三方原病院におけるシフト制とワーク
ライフバランス

大瀧彩乃

木部哲也、清水真帆、板野亜弓、
今市悠太郎、田中健、荻田薫、吉
村歩、松下博亮、白井憲司、南野
初香、佐藤知子、横地健治

第121回日本小児科学会学術
集会

2018.04 福岡

NICUでのMRSA感染症に対するバンコマ
イシン24時間持続投与の臨床的有効性の
検証

小泉正人

宮原純、立松悠太、 永井友梨、
松原理沙、宮原直之、太田 幹
人、大箸拓、円谷 悠子、三宅史
人、廣瀬悦子、元重京子、中島秀
幸、杉浦 弘、大木 茂

第121回日本小児科学会学術
集会

2018.4 福岡

硬膜外気腫の3例 桐戸雄紀
先濵 大、小杉 洋平、松原理沙、
田中悠、山本雅紀、大呂陽一郎、
松林正

第121回日本小児科学会学術
集会

2018.4 福岡

脊髄硬膜外血腫を伴ったshaken baby 
syndromeの1例 小杉洋平

桐戸雄紀、永井友梨、先濵大、松
原理紗、田中悠、山本雅紀、大呂
陽一郎、松林正、板野亜弓、清水
真帆、白井憲司

第121回日本小児科学会学術
集会

2018.4 福岡

脊椎肋骨異形成症と尾部退行症候群を合
併した一例

元重京子

宮原直之 　大箸　拓　小泉正人 　
円谷悠子      三宅史人  宮原　純 
 廣瀬悦子  中島秀幸  杉浦　弘  
大木　茂

第121回日本小児科学会学術
集会

2018.4 福岡

小児科

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演
＞



チアノーゼ性心疾患に合併した肥大性骨
関節症に対し抗心不全治療が有効であっ
た1例

井上　奈緒
中嶌八隅、村上知隆、金子幸栄、
森善樹、松林正

第121回日本小児科学会学術
集会

2018.4 福岡

発症時のタンデムマス検査が胆道閉鎖症
との鑑別に有用であったシトリン欠損症の
一例

先濵大
大呂陽一郎、桐戸雄紀、永井友
梨、小杉洋平、松原理沙、田中
悠、山本雅紀、松林正

第121回日本小児科学会学術
集会

2018.04 福岡

紫斑病性腎炎46例の治療成績および扁
桃摘出術に関する検討

田中悠 山本雅紀 第53回小児腎病学会学術集会 2018.5 福島

筋力低下、関節可動域制限のために紹介
された男児

小杉洋平
大呂陽一郎、松林正、大瀧彩乃、
先濵大、渡邉一寿、田中悠、山本
雅紀

第250回浜松小児科医会研究
会（症例検討会)

2018.5 静岡

新生児仮死おける内大脳静脈血流速度
の検討

中島秀幸

立松悠太、土手友梨、大箸拓、太
田幹人、宮原直行、円谷悠子、小
泉正人、三宅史人、宮原純、廣瀬
悦子、元重京子、杉浦弘、大木茂

第16回日本周産期循環管理研
究会

2018.5 和歌山

Neurological development of Congenital 
Heart Disease with Very Low Birth 
Weight Infants -Multicenter Study in 
Japan-

Yasumi 
Nakashima

Yoshiki Mori , Masaaki Toyoshima 
, Satoshi Masutani , Hitoshi Yoda 
, Yasuhiko Tanaka

53th Annual Meeting of the 
Association for European 
Pediatric and Congenital 
Cardiology

2018.5 athens

早産、超低出生体重児で出生した
Trisomy21に合併した慢性肺疾患、心室中
隔欠損症、心房中隔欠損症に対する肺高
血圧と心疾患の治療は？

杉浦弘

土手友梨、立松悠太、宮原直之、
大箸拓、太田幹人、小泉正人、円
谷優子、三宅史人、宮原純、廣瀬
悦子、元重京子、中島秀幸、大木
茂

第16回日本周産期循環管理研
究会

2018.5 和歌山

単純X線写真の石灰化所見が診断の契機
となった重症若年性皮膚筋炎の1例

小杉洋平
大呂陽一郎、松林正、大瀧彩乃、
先濵大、渡邉一寿、田中悠、山本
雅紀

第146回日本小児科学会静岡
地方会

2018.6 静岡

紫斑病性腎炎46例の治療成績および扁
桃摘出術に関する検討

田中悠 山本雅紀 第53回日本小児腎臓病学会 2018.6 福島

小児IgA腎症における扁桃摘出術後急性
期の尿所見推移と臨床経過についての検
討

山本雅紀 田中悠 第53回日本小児腎臓病学会 2018.6 福島

播種性BCG感染症を契機に診断したメン
デル遺伝型マイコバクテリア易感染症
（MSMD）の一例

先濵大
第9回 浜松小児感染免疫懇話
会

2018.06 浜松

新生児科働き方改革：  当直体制変更に
よる当直時間帯の 救急出動の時間短縮
と勤務者の負担軽減効果

宮原　純
第54回日本周産期・新生児医
学会学術集会

2018.7 東京

腸管ベーチェット病の2例 大瀧彩乃
松林正、小杉洋平、先濱大、渡邉
一寿、田中悠、山本雅紀、大呂陽
一郎

第11回静岡小児膠原病・自己
炎症性疾患研究会

2018.7 静岡

維持療法の自己中断により回腸末端狭窄
を生じたクローン病の一例

渡邊 一寿
松林 正、大呂 陽一郎、山本 雅
紀、田中 悠、先濵 大、小杉 洋
平、大瀧 彩乃

第11回静岡小児膠原病・自己
炎症性疾患研究会

2018.7 静岡

非典型的な経過でペンタサ不耐症の診断
に至ったクローン病の一例

先濵大
松林正、大呂陽一郎、山本雅紀、
田中悠、渡邉一寿、小杉洋平、大
瀧彩乃

第11回静岡小児膠原病・自己
炎症性疾患研究会

2018.7 静岡

新生児期に治療介入を要する先天性疾患
の院内出生例と院外出生例の予後

小泉正人

宮原純、宮原直之、太田幹人、大
箸拓, 円谷悠子、三宅史人、廣瀬
悦子、元重京子、中島秀幸、杉浦
弘、大木 茂

第54回日本周産期・新生児医
学会学術集会

2018.7 東京

新生児痙攣、脳症を来したモリブデン補酵
素欠損症の1例

宮原直之

 大箸 拓, 円谷 悠子,  小泉 正人, 
三宅 史人, 宮原 純, 廣瀬 悦子, 
元重 京子, 中島 秀幸, 杉浦 弘, 
大木 茂

第54回日本周産期・新生児医
学会

2018.7 東京

内大脳静脈（ICV: internal cerebral vein）
血流速度が高値を示した母児間輸血症候
群の2例

中島秀幸

大箸拓、太田幹人、宮原直行、円
谷悠子、小泉正人、三宅史人、宮
原純、廣瀬悦子、元重京子、杉浦
弘、大木茂

第54回日本周産期・新生児医
学会学術集会

2018.7 東京

修復前の先天性心疾患における肺高血
圧治療薬の効果

中嶌　八隅
森善樹、金子幸栄、井上奈緒、村
上智隆、小出昌秋

第54回日本小児循環器学会総
会・学術集会

2018.7 横浜

ファロー四徴症術後症例における大動脈
の硬さと左室機能

井上　奈緒
森善樹、村上知隆、金子幸栄、中
嶌八隅、小出昌秋

第54回日本小児循環器学会総
会

2018.7 横浜

発熱を繰り返した後、浮腫と体重増加を主
訴に受診した13歳女児

先濵大
大瀧彩乃、小杉洋平、渡邉一寿、
田中悠、山本雅紀、大呂陽一郎、
松林正

第251回浜松市小児科医会研
究会(症例検討会)

2018.7 浜松

出血傾向とbicytopeniaを認めた11歳男児 大瀧彩乃
松林正、小杉洋平、先濱大、渡邉
一寿、田中悠、山本雅紀、大呂陽
一郎

第251回浜松市小児科医会研
究会(症例検討会)

2018.9 浜松

COMPARISON OF INTIAL TREATMENT 
FOR IDIOPATHIC PERSISTENT 
PULMONARY HYPERTENSION IN 
PATIENTS WITH DOWN SYNDROME

宮原　純 第26回ヨーロッパ周産期学会 2018.9 サンクトペテルブルク

ドナーミルクを使用した一例 桐戸雄紀

清水真帆、赤羽洋祐、宮原直之    
 大箸拓、小泉正人、円谷悠子、
三宅正人、宮原純     廣瀬悦子、
杉浦弘、元重京子、中島秀幸、大
木茂

第39回静岡周産期新生児研究
会

2018.9 静岡

当科で経験したmicrogeodic diseaseの5例 大瀧彩乃
松林正、小杉洋平、先濱大、渡邉
一寿、田中悠、山本雅紀、大呂陽
一郎

第28回日本小児リウマチ学会
総会・学術集会

2018.10 東京

著明な石灰化所見を呈した抗EJ抗体陽性
の若年性皮膚筋炎の1例

小杉洋平
大呂陽一郎、松林正、大瀧彩乃、
先濵大、渡邉一寿、田中悠、山本
雅紀

第28回日本小児リウマチ学会
学術集会

2018.10 東京

背景疾患の異なる蛋白漏出性胃腸症の3
例

小杉洋平
大瀧彩乃、先濵大、渡邉一寿、田
中悠、山本雅紀、大呂陽一郎、松
林正

第45回日本小児栄養消化器肝
臓学会

2018.10 埼玉

C3腎症？感染関連腎炎？ 田中悠 山本雅紀
第2回東海小児腎臓病理談話
会

2018.11 名古屋

強化栄養未使用の低出生体重児におけ
る尿細管リン再吸収率(%TRP)の検討

小泉正人

赤羽洋祐、宮原直之、大箸拓、円
谷悠子、三宅史人、宮原純、廣瀬
悦子、元重京子、中島秀幸、杉浦
弘、大木茂

第63回日本新生児成育医学
会・学術集会

2018.11 東京

超早産児の長期フォロー：学童期以降の
フォローアップの現状と理想

廣瀬悦子
第63回日本新生児成育医学
会・学術集会

2018.11 東京

インフルエンザB型に合併した 鋳型気管
支炎の3例

桐戸雄紀
松林正、小杉洋平、先濵大、渡邉
一寿、田中悠、山本雅紀、大呂洋
一郎

第50回日本小児感染症学会総
会・学術集会

2018.11 福岡

C3腎症？感染関連腎炎？ 田中悠 山本雅紀
第2回東海小児腎臓病理談話
会

2018.11 愛知

パリビズマブ投与開始時期の 前倒しは必
要か

赤羽洋祐

桐戸雄紀、清水真帆、宮原直之、
小泉正人、円谷悠子、三宅正人、
宮原純、廣瀬悦子、杉浦弘、元重
京子、中島秀幸、大木茂

第27回東海新生児研究会 2018.11 名古屋

重度の頭蓋内出血を来たし救命に至らな
かった先天性白血病の一例

赤羽洋祐

宮原直之、大箸拓、円谷悠子、小
泉正人、三宅史人、宮原純、廣瀬
悦子、杉浦弘、元重京子、中島秀
幸、大木茂

第63回日本新生児成育医学会 2018.11 東京

超早産児における早期抜管失敗のリスク
因子の検討

宮原直之

 大木 茂, 杉浦 弘, 中島 秀幸, 元
重 京子, 廣瀬 悦子, 宮原 純, 三
宅 史人, 小泉 正人, 円谷 悠子, 
大箸 拓, 赤羽 洋祐

第63回日本新生児成育医学会 2018.11 東京

命の授業　～浜松市での活動～ 杉浦弘

赤羽洋祐、宮原直之、大箸拓、太
田幹人、小泉正人、円谷優子、三
宅史人、宮原純、廣瀬悦子、元重
京子、中島秀幸、大木茂

第63回日本新生児成育医学会 2018.11 東京

病理解剖、遺伝子検査により診断に至っ
た不整脈原性右室心筋症の一例

先濵大
大瀧彩乃、小杉洋平、渡邉一寿、
田中悠、 山本雅紀、大呂陽一
郎、松林正

第147回日本小児科学会静岡
地方会

2018.11 静岡

自己炎症性疾患の遺伝子診断 松林 正
大瀧 彩乃、先濵 大、小杉 洋平、
渡邉 一寿、田中 悠、山本 雅紀、
大呂 陽一郎

第147回 日本小児科学会静岡
地方会

2018.11 静岡

乳児期に巨赤芽球性貧血を呈した3例 岡村 淳 亀井 美智、三宅 能成、松林 正
第60回日本小児血液・がん学
会

2018.11 京都

発熱・腹痛・下痢を繰り返す4歳男児例 松林 正 第7回浜松IBD道場 2018.12 浜松

＜一般講演・その他の講演
＞



尿所見からIgA腎症の重症度を予測するこ
とは困難である

山本雅紀 田中悠 第53回小児腎疾患談話会 2018.12 愛知

治療開始が7か月以降となった紫斑病性
腎炎の5例

田中悠 山本雅紀 第53回小児腎疾患談話会 2018.12 名古屋

治療開始が7か月以降となった紫斑病性
腎炎の5例

田中悠 山本雅紀 第53回小児腎疾患談話会 2018.12 名古屋

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

特別講演「周産期医療と災害対策　みん
なで考える自助共助公助」

大木茂 山口県周産期研究会 2018.2 山口市

静岡県西部地域の災害時周産期ネット
ワーク について

大木茂
第39回静岡県周産期新生児研
究会

2018.3 静岡市

災害時の新生児医療ネットワーク 大木茂
平成28年度第1回小児・周産期
災害リエゾン研修

2018.7 大宮市

特別講演「周産期災害対策 　 地域の赤
ちゃんを守るために NICUスタッフがなす
べきこと」

大木茂
第13回新生児集中ケア認定看
護師会勉強会

2018.9 福岡市

総合司会 中嶌　八隅
第19回成人先天性心疾患セミ
ナー

2018.10 名古屋

Preterm infant care in Japan -The result 
of neonatal research network-

大木茂 フエ大学医学部招待講義 2018.10 Hue Vietnum

静岡県西部地域の災害時周産期ネット
ワーク について

大木茂 浜松市産婦人科小児科談話会 2018.11 浜松市

座長 森　善樹 第29回JPIC学術集会 2018.11 福岡

座長 松林 正
第28回日本小児リウマチ学会
総会・学術集会

2018.11 東京

座長 松林 正
第146回日本小児科学会静岡
地方会

2018.6 静岡

＜一般講演・その他の講演
＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

先天性心疾患合併の極低出生体重児の
長期的神経発達の現状

中嶌八隅
村上 知隆、 井上 奈緒、 金子 幸
栄、 廣瀬 悦子、森 善樹

日本小児科学会雑誌 2018 122巻12号 1818～1825

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞

修正大血管転換症に対する三尖弁置換
後の遠隔成績

森善樹
第20回日本成人先天性心疾患
学会

2018.1.27-28 東京

Neurological development of Congenital 
Heart Disease with Very Low Birth 
Weight Infants -Multicenter Study in 
Japan-

Yasumi 
Nakashima

Yoshiki Mori , Masaaki Toyoshima 
, Satoshi Masutani , Hitoshi Yoda 
, Yasuhiko Tanaka

53th Annual Meeting of the 
Association for European 
Pediatric and Congenital 
Cardiology

may9-12,2018 athens

修復前の先天性心疾患における肺高血
圧治療薬の効果

中嶌　八隅
森善樹、金子幸栄、井上奈緒、村
上智隆、小出昌秋

第54回日本小児循環器学会総
会・学術集会

2018.7.5-7 横浜

三尖弁置換術前にPDEIII阻害剤投与おこ
ない、相反する経過をとった修正大血管
転位の2症例

齋藤　秀輝 森善樹、岡敏明
第20回日本成人先天性心疾患
学会

2018.1.27-28 東京

TOFのPVR前に残存Original BTをAVP2を
用いて閉鎖した1例

村上　知隆
森善樹、中嶌八隅、金子幸栄、井
上奈緒、中西敏雄

第29回JPIC学術集会 2018.1.18-20 福岡

チアノーゼ性心疾患に合併した肥大性骨
関節症に対し抗心不全治療が有効であっ
た1例

井上　奈緒
中嶌八隅、村上知隆、金子幸栄、
森善樹、松林正

第121回日本小児科学会学術
集会

2018.4 福岡

ファロー四徴症術後症例における大動脈
の硬さと左室機能

井上　奈緒
森善樹、村上知隆、金子幸栄、中
嶌八隅、小出昌秋

第54回日本小児循環器学会総
会

2018.7 横浜

無症候性肺梗塞(Silent Pulmonary 
Emboli)のFontan術後の成人例

金子　幸栄
森善樹、村上知隆、井上奈緒、中
嶌八隅、小出昌秋

第20回日本成人先天性心疾患
学会

2018.1.27-28 東京

小児循環器科

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

当院における鼠経ヘルニア手術の現状と
教育

宮木祐一郎
田原俊哉、髙部裕也、町田浩道、
鈴木一史、牛田進一郎

第15回　日本ヘルニア学会東
海地方会

2018.2 名古屋

Endoscopic component separationを用い
た腹壁瘢痕ヘルニア治療戦略

宮木裕一郎 田原俊哉、牛田進一郎
第16回　日本ヘルニア学会学
術集会

2018.6 札幌

安全なCVポート留置手技への私の選択 宮木裕一郎
第80回　日本臨床外科学会総
会

2018.11 東京

巨大な膀胱滑脱ヘルニアに対しTAPPを施
行した1例

田原俊哉 宮木裕一郎、牛田進一郎
第15回　日本ヘルニア学会東
海地方会

2018.2 名古屋

巨大腹壁瘢痕ヘルニアに対するIPOM-
plus with Endoscopic Component 
Separationの経験

宮木裕一郎
田原俊哉、髙部裕也、町田浩道、
鈴木一史、牛田進一郎

第15回　日本ヘルニア学会東
海地方会

2018.2 名古屋

腹壁瘢痕ヘルニア嚢内に脱出したS状結
腸癌の一例

高木徹
宮木裕一郎、田原俊哉、髙部裕
也、小林靖幸、鈴木一史

第238回　静岡県外科医会集
談会

2018.3 浜松

巨大鼠径ヘルニアに対しEndoscopic 
component separationを併施した1例

宮木裕一郎
山﨑彩、田原俊哉、髙部裕也、鈴
木一史

第136回　遠江医学会 2018.6 浜松

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立
腺全摘術後の鼠径ヘルニア手術の方針

田原俊哉 宮木裕一郎、牛田進一郎
第16回　日本ヘルニア学会学
術集会

2018.6 札幌

巨大腹壁瘢痕ヘルニアに対するIPOM-
plus with Endoscopic Component 
Separationの経験

宮木裕一郎
田原俊哉、髙部裕也、町田浩道、
鈴木一史、牛田進一郎

第16回　日本ヘルニア学会学
術集会

2018.6 札幌

前立腺全摘術後鼠径部ヘルニアに対する
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（TAPP法）を
経験して

宮木裕一郎 田原俊哉、牛田進一郎
第16回　日本ヘルニア学会学
術集会

2018.6 札幌

腹壁瘢痕ヘルニアを合併した鼠径ヘルニ
アの一例

山﨑彩
宮木裕一郎、田原俊哉、髙部裕
也、鈴木一史

第21回　静岡県内視鏡外科研
究会

2018.7 静岡

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の経験から検
討した鼠径部ヘルニア診断困難例

宮木裕一郎
田原俊哉、髙部裕也、山本博崇、
浜野孝、小林靖幸、町田浩道、鈴
木一史

第73回　日本消化器外科学会
総会

2018.7 鹿児島

MPO領域から考える再発のないTAPP法 宮木裕一郎
山﨑彩、田原俊哉、髙部裕也、山
本博崇、浜野孝、小林靖幸、鈴木
一史

第31回　日本内視鏡外科学会
総会

2018.12 福岡

無症候性腹壁瘢痕ヘルニアを合併した鼠
径ヘルニアの治療経験

山﨑彩
宮木裕一郎、田原俊哉、髙部裕
也、山本博崇、浜野孝、小林靖
幸、鈴木一史

第31回　日本内視鏡外科学会
総会

2018.12 福岡

上部消化管外科

＜一般講演・その他の講演＞

＜指定講演・シンポジウム等＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

十二指腸低分化型腺癌の一例 田原俊哉
牛田進一郎、山本博崇、鈴木一
史

第238回静岡県外科医会集団
会

2018.3 浜松

肝細胞腺腫内に発生した肝細胞癌の一切
除例

山本博崇 牛田進一郎
第238回静岡県外科医会集団
会

2018.3 浜松

腎細胞癌術後5年目に胆嚢転移をきたし
た一例

山﨑彩 山本博崇、髙部裕也、田原俊哉
第238回静岡県外科医会集団
会

2018.3 浜松

症例提示（重症肝損傷に対し胆道減圧が
必要か？）

田原俊哉 山本博崇 浜松外科医会 2018.10 浜松

Intraductal tubulopapillary carcinomaの一
例

山本博崇 － 第187回浜松胆膵疾患勉強会 2018.11 浜松

膵転移を来した脳血管周皮腫の1例 山﨑彩 山本博崇 第80回日本臨床外科学会総会 2018年11月 東京

経皮経肝ドレナージを実施せず、内視鏡
的経鼻胆道ドレナージのみで改善を得た
肝損傷後Bilomaの1例

伊藤静
齋藤隆介、山本博崇、渥美生弘、
田中茂

第46回日本救急医学会総会 2018年11月 横浜

肝胆膵外科

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞

シンポジウム　「がん教育」　 政令市浜松
市における「がん教育」 〜まずは、教職員
のがんに対する 正しい知識や理解から〜

吉田雅行 中山理,、川崎由美
第28回日本乳癌検診学会学術
総会

2018.10 大阪

皮膚筋炎による嚥下障害が 乳癌治療に
より改善した1例

小泉圭
小林孝史、鈴木英絵、森菜採子、
吉田雅行

静岡県外科医会第238回集談
会

2018.3 浜松

妊娠期乳癌6例の治療経験 森菜採子 吉田雅行、小泉圭 第26回日本乳癌学会 2018.5 京都

当院職員の乳がん検診受診率は45%　ア
ンケート調査と『人間ドック受診状況』から
の「がん検診受診率」

吉田雅行
中山理,、川崎由美、小泉圭、 森
菜採子、 鈴木英絵

第26回日本乳癌学会学術総会 2018.5 京都

dose dence化学療法における治療完遂の
ための骨髄機能予測

小泉圭 森菜採子、鈴木英絵、吉田雅行 第26回日本乳癌学会学術総会 2018.5 京都

男性乳癌23例の検討 杤久保順平
瀧由美子、小倉廣之、小泉圭、吉
田雅行、木川雄一郎

第26回日本乳癌学会学術総会 2018.5 京都

第7回全国集計結果報告　全国集計2014
年度版(281施設)

森田孝子

笠原善郎、辻一郎、大貫幸二、坂
佳奈子、鯉渕幸生、藤吉健児、古
川順康、増岡秀次、村田陽子、吉
田雅行、山川卓、日本乳癌検診
学会全国集計委員会

第28回日本乳癌検診学会学術
総会

2018.10 大阪

18F-FDG PET/CTによる経過観察で発見
された肺癌乳腺転移の1例の画像所見の
特徴

土屋充輝

増井孝之、片山元之、佐々木昌
子、川村謙士,、山田尊大、吉田雅
行、森菜採子、大月寛郎、新井義
文、阪原晴海

第54回日本医学放射線学会秋
季臨床大会

2018.9 福岡

リンパ節転移を伴った乳腺腺様嚢胞癌の
1例　画像所見の検討

土屋充輝

増井 孝之, 片山 元之, 佐々木 昌
子, 川村 謙士, 山田 尊大, 吉田 
雅行, 森 菜採子, 大月 寛郎, 新井 
義文, 阪原 晴海

第54回日本医学放射線学会秋
季臨床大会

2018.9 福岡

アンスラサイクリン・トラスツズマブ使用後
に薬剤性QT延長を起こした1例

森菜採子 小泉圭、吉田雅行 第80回日本臨床外科学会総会 2018.11 東京

（旧）浜松市の医師会型マンモグラフィ 検
診導入後14年間の成績と課題

小倉廣之 吉田雅行、荻野和功
第28回日本乳癌検診学会学術
総会

2018.10 大阪

１次読影と２次読影判定結果が不一致で
あった症例の検討は精度管理に繋がる　 
—浜松市のマンモグラフィ検診での検討—

小倉廣之 吉田雅行、荻野和功
第28回日本乳癌検診学会学術
総会

2018.10 大阪

症例提示（IgG4関連疾患） 德山仁美 小泉圭、森菜採子、吉田雅行 静岡県乳癌研究会 2018.10 静岡

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

ラジオ（FMハロー）３回 吉田雅行 おはようクリニック 2018.10 浜松

ラジオ（SBS）２回 吉田雅行 サンデークリニック 2018.12 静岡

メディメッセージ２０１８「ドクターの出張教
室」乳がんを考える 〜「ブレスト・アウェア
ネス」とは〜

吉田雅行 メディメッセージ２０１８ 2018.11 浜松

浜松城ピンクリボンライトアップ2018 吉田雅行 NPO法人いかまい検診浜松 がん検診いかまい浜松・２０１８ 2018.10 浜松

がん教育に関する研修会  「学校における
がん教育をともに考える」

吉田雅行 浜松市教育委員会研修会 2018.7 浜松

新聞

がん戦略研究J-STARTと第３期がん対策　
第二部　パネルディスカッション

吉田雅行 聖隷福祉事業団主催講演会 2018.01 浜松

講習会・開催実行委員長 吉田雅行
静岡県マンモグラフィ講習会開催
実行委員会

第131回デジタルマンモグラフィ
ソフトコピー診断講習会

2018.2 掛川

講習会・開催実行委員長 吉田雅行
静岡県マンモグラフィ講習会開催
実行委員会

第131回デジタルマンモグラフィ
品質管理講習会

2018.2 掛川

杏林堂・出張パス乳がん検診 吉田雅行 NPO法人いかまい検診浜松
杏林堂主催・NPO法人いかま
い検診浜松協力

2018.3 浜松

研修会（司会） 吉田雅行
浜松市医師会乳がん検診二次読
影委員会

浜松市医師会乳がん検診従事
者研修会

2018.2 浜松

静岡県がん検診精度管理委員会　乳がん
部会　部会長

吉田雅行
静岡県がん検診精度管理委員会　
乳がん部会

静岡県がん検診精度管理委員
会　乳がん部会

2018.1 静岡

静岡県がん検診精度管理委員会　乳がん
部会長

吉田雅行 静岡県がん検診精度管理委員会
静岡県がん検診精度管理委員
会

2018.3 静岡

第４回東海乳房再建研究会・当番世話人 吉田雅行 第４回東海乳房再建研究会 2018.12 名古屋

第４回東海乳房再建研究会・パネルディ
スカッション司会

小泉圭 第４回東海乳房再建研究会 2018.12 名古屋

講習会・開催実行委員長・講師 吉田雅行
静岡県マンモグラフィ講習会開催
実行委員会

第回静岡県マンモグラフィ撮影
技術講習会

2018.12 浜松

＜一般講演・その他の講演＞

乳腺科



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

腹腔鏡下切除できたCastleman's disease
の一例

髙部　裕也 小林　靖幸、浜野　孝
第238回静岡県外科医会集団
会

2018.3 浜松

当院における小腸腫瘍の臨床病理学的
検討

髙部　裕也
小林　靖幸、山﨑　彩、田原　俊
哉、山本　博崇、宮木　祐一郎、
浜野　　孝、鈴木　一史

第89回大腸癌研究会 2018.7 新潟

下行結腸癌術後10年で腹膜播種再発した
一例

髙部　裕也
小林　靖幸、山﨑　彩、田原　俊
哉、山本　博崇、宮木　祐一郎、
浜野　　孝、鈴木　一史

第73回静岡県癌治療研究会 2018.9 静岡

下行結腸癌術後10年で腹膜播種再発した
一例

髙部　裕也
小林　靖幸、山﨑　彩、田原　俊
哉、山本　博崇、宮木　祐一郎、
浜野　　孝、鈴木　一史

第80回日本臨床外科学会総会 2018.11 東京

腹腔鏡下切除腹壁腫瘍の手技的検討 髙部　裕也
小林　靖幸、浜野　孝、鈴木　一
史

第31回日本内視鏡外科学会総
会

2018.12 福岡

MTX関連リンパ増殖性疾患にて小腸穿孔
を来した1例

田原　俊哉
小林　靖幸、山﨑　彩、髙部　裕
也、浜野　孝、鈴木　一史

第239回静岡県外科医会集団
会

2018.10 浜松

大腸肛門科

＜一般講演・
その他の講演＞



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

【よくある疾患の診かた-他科からの助言-
】 小児外科　陰のう水腫、精索水腫、ヌッ
ク水腫（解説/特集）

宮崎栄治 小児科臨床 2018.10 71:1958-1962
日本小児医事
出版社

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

小児内鼠径ヘルニアの1例 今泉孝章 宮崎栄治
第15回日本ヘルニア学会東海
地方会

2018.2 名古屋

脳室-腹腔シャント留置中の児に発症した
穿孔性虫垂炎の1例

山田進 藤本礼尚、榎日出夫、宮崎栄治
第52回日本小児外科学会東海
北陸地方会

2018.12 浜松

小児外科

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Pleural lavage cytology after lung 
resection
in patients with non-small cell lung 
cancer
and the feasibility of 20 mL saline 

Toru 
Nakamura

Yoshiro Otsuki Hidenori 
Nakamura Kazuhito Funai

Asian Journal of Surgery 2018 42(1)283-289

過剰気管支の後天性閉鎖が示唆された1
例

藤川遼 大月寛郎　中村徹 日本臨床外科学会雑誌 2018 79（9）1835-1838

Solitary pulmonary metastasis from a 
gingival cancer of 36 years ago:A case 
report

Atushi 
Kamigaichi

Kei Shimizu Yoshihiro Miki Katura 
Hakamada Yoshiro Otsuki Toru 
Nakamura

International Journal of 
Surgery Case Reports

2018 53 436-440

Prone position surgery for a subcarinal
bronchogenic cyst

Toru 
Nakamura

Ryo Fujikawa Yoshiro Otsuki 
Kazuhito Funai

Surgical Case Reports 2018 4  151

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

小型肺結節に対するO-Armナビゲーショ
ン手術

藤川遼 中村徹 第29回静岡呼吸器外科医会 2018.2 浜松

同一肺葉内に原発性肺癌と アスペルギ
ルスを認めた一例

林暁利 藤川遼　中村徹
第238回静岡県外科医会集談
会

2018.3 浜松

胃癌術後 6 年で肺病変を指摘され転移と
鑑別を要した肺クリプトコッカス症の一例

増田拓 藤川遼　中村徹 第118回日本外科学会総会 2018.4 東京

転移性肺腫瘍を疑い切除した原発性肺髄
膜腫の1例

藤川遼 中村徹
第35回日本呼吸器外科学会総
会

2018.5 千葉

術後肺瘻に対する再手術の判断にトパー
ズが有用であった1例

藤川遼 中村徹 第30回静岡外科医会 2018.6 浜松

非触知肺結節同定のためのマーキングシ
ステムの変遷

中村徹 山崎裕起　藤川遼 第136回遠江医学会 2018.6 浜松

O-arm navigation assisted surgery for 
peripheral pulmonary nodules

藤川遼 中村徹 第71回日本胸部外科学会 2018.10 東京

胸腺原発MALTリンパ腫の一例 広川裕介 藤川遼　中村徹
第239回静岡県外科医会集談
会

2018.10 浜松

粘液嚢胞性病変様の画像所見を呈し診断
に苦慮した過誤腫の一例

有谷拓実 藤川遼　中村徹 第80回日本臨床外科学会総会 2018.11 東京

非触知 肺結節に対する胸腔鏡下肺部分
切除におけるマーキング手法の変遷と思
考過程

中村徹
第31回日本内視鏡外科学会総
会

2018.12 福岡

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 中村徹 第136回遠江医学会 2018.6 浜松

座長 中村徹
第239回静岡県外科医会集談
会

2018.10 浜松

＜一般講演・その他の講演＞

呼吸器外科



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名
男性の性反応
セックス・セラピー総論　泌尿器科領域の
セックス・セラピー
性機能不全へのセックス・セラピー　男性
性機能不全（射精障害）

日本性科学会 今井　伸 セックス・セラピー入門 2018.5
p.43—51、p.115-121、p.236-
242

金原出版

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

前立腺癌に対するロボット支援前立腺全
摘除術－最新機種ダビンチXi導入から1
年を経て－

米田達明
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
今井　伸、工藤　真哉

聖隷浜松病院医学雑誌 2018.5 第18巻第1号、21-27

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

性の悩み解決法～男性編～ 今井　伸
第6回知っているようで知らな
い性の健康セミナー

2018.2 東京都

パネルディスカッションコメンテーター 米田達明
RCC Meet the Experts～All 
Shizuoka～

2018.5 静岡市

特別講演　知っているようであまり知らな
い男性不妊症～男性不妊症診療のコツ～

今井　伸 第10回浜松泌尿器科懇話会 2018.6 浜松市

ロボット支援前立腺全摘除術時に鉗子の
破損を生じ、抜去困難となった1例

米田達明
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
今井　伸、工藤真哉

第10回日本ロボット外科学会 2018.2 東京都

ロボット支援前立腺全摘除術の初期経験
と腹腔鏡下小切開前立腺全摘除術との治
療成績の比較検討

杉浦皓太
袴田康宏、神田裕佳、今井　伸、
米田達明

第106回日本泌尿器科学会総
会

2018.4 京都市

顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術の臨床
成績

今井　伸
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
米田達明

第106回日本泌尿器科学会総
会

2018.4 京都市

去勢抵抗性前立腺癌に対するサードライ
ン化学療法－カバジタキセル後のDEC療
法の有効性について－

米田達明
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
今井　伸

第106回日本泌尿器科学会総
会

2018.4 京都市

特別講演座長 米田達明
第22回浜松泌尿器科手術手技
研究会

2018.4 浜松市

温故知新　～男性へのセックス・カウンセ
リング～

今井　伸
第47回セックスカウンセリング
研修会

2018.5

Micro-TESE後に顕微鏡下精索静脈瘤低
位結紮術を施行した2例

今井　伸
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
米田達明

第40回中部生殖医学会学術集
会

2018.6 名古屋市

特別講演座長 米田達明
腎細胞がんがん免疫療法セミ
ナー

2018.6 浜松市

カバジタキセルの使用経験 米田達明
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
今井　伸

浜松泌尿器科CRPCセミナー
2018

2018.6 浜松市

両側腎癌、多発肺転移に対してニボルマ
ブが著効した1例

米田達明
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
今井　伸

静岡泌尿器がん免疫療法セミ
ナー

2018.7 静岡市

顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術を施行し
た非閉塞性無精子症および高度乏精子
症症例の検討

今井　伸
塩島　聡、小林浩治、栗田哲至、
鈴木伊都子、村松正子

第63回日本生殖医学会学術講
演会・総会

2018.9 旭川市

前立腺全摘除術の11年後まで性機能を
維持している1例

今井　伸
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
米田達明

日本性機能学会第29回学術総
会

2018.9 神戸市

思春期男子の心とからだ 今井　伸 リプロダクティブヘルス研究会 2018.9 静岡市

尿路上皮癌における免疫チェックポイント
阻害剤

米田達明
EM静岡  オープニングリマーク
ス

2018.9 浜松市

ここがヘンだよ不妊治療　～性教育の視
点から見た生殖医療の常識・非常識～

今井　伸
第11回女性のヘルスケア研究
会

2018.9 清水市

尿路上皮癌に対するPembroliumabの初期
治療成績

袴田康宏
神田裕佳、杉浦皓太、今井　伸、
米田達明

第68回日本泌尿器科学会中部
総会

2018.10 名古屋市

膀胱の炎症性偽腫瘍からの出血で貧血
の進行を認めた1例

廣部航平
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
今井　伸、米田達明

第68回日本泌尿器科学会中部
総会

2018.10 名古屋市

ポスターセッション座長 米田達明
第68回日本泌尿器科学会中部
総会

2018.10 名古屋市

前立腺がん 米田達明 市民公開講座＆よろず相談会 2018.10 佐久間町

去勢抵抗性前立腺癌（mCRPC）に対する
サードライン化学療法 -DEC療法の有効
性について-

米田達明
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
今井　伸

第4回日本泌尿器腫瘍学会 2018.10 横浜市

一般講演座長 米田達明
第12回静岡泌尿器ラパロ・ロ
ボット手術研究会

2018.10 静岡市

当院におけるmHNPC症例に対するCAB療
法の治療成績

袴田康宏
神田裕佳、杉浦皓太、今井　伸、
米田達明

Shizuoka Prostate Cancer 
Conference

2018.11 静岡市

TOT前後の排尿状態の変化 今井　伸
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
米田達明

第14回静岡県LUTS研究会 2018.11 静岡市

特別講演座長 米田達明 第14回静岡県LUTS研究会 2018.11 静岡市

ちっちゃいけど大きい男子のシモのお悩
み

今井　伸
チャイルドライン20周年全国
フォーラム in 九州

2018.11 福岡市

応用コース 今井　伸
第5回「性の健康カウンセラー
養成講座」

2018.11 東京都；駒場

子宮癌の副腎転移 米田達明
袴田康宏、神田裕佳、杉浦皓太、
今井　伸、工藤　真哉

第32回日本泌尿器内視鏡学会
総会

2018.11 仙台市

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

思春期教室　男子編　卒業前思春期教室　
男子編　大人へと旅立つ君たちへ

今井　伸
平成29年度浜松市立丸塚中学
校思春期教室

2018.3 浜松市

平成30年度思春期講座　男子編　思春期
における性について

今井　伸
平成30年度浜松聖星高校思春
期セミナー

2018.5 浜松市

性教育講座　男子編 今井　伸
平成30年度磐田北高校思春期
教室

2018.5 磐田市

思春期講座　男子編　思春期における性
について

今井　伸
平成30年度浜松湖南高校思春
期セミナー

2018.6 浜松市

平成30年度思春期セミナー　男子編　　思
春期における性について

今井　伸
平成30年度浜松西高校思春期
教室

2018.6 浜松市

思春期講座　2年生男子編　思春期にお
ける性について

今井　伸
平成30年度湖西高校思春期教
室

2018.6 浜松市

思春期教室　男子編　　思春期における
性について

今井　伸
平成30年度浜松日体高校思春
期教室

2018.7 浜松市

＜指定講演・シンポジウム等＞

泌尿器科

＜一般講演・その他の講演＞



思春期教室　男子編　思春期における性
について

今井　伸
平成30年度磐田西高校思春期
教室

2018.11 磐田市

あなたは大人になったら子供を作れます
か？　～男女の生殖器をきちんと理解しよ
う～

今井　伸 Global Week 2018 @ 順天高校 2018.11 東京；王子

性機能障害 今井　伸
島根大学医学部チュートリアル
講義

2018.5 出雲市

尿路上皮癌 米田達明
島根大学医学部チュートリアル
講義

2018.5 出雲市

当院でのBPHの治療について 米田達明
日本新薬社内研修会　　　　　　　
社内研修会講師

2018.8 浜松市

CRPCに対するホルモン療法とロボット支
援前立腺全摘除術

米田達明
アステラス製薬社内研修会　　　
社内研修会講師

2018.12 浜松市

知っているようで知らない性の健康セミ
ナー　その③
性の悩み解決法　～男性編～

今井　伸

知っているようで知らない性の
健康セミナー　その③
性の悩み解決法　～男性編～

2018.5

専門家だってヒトゴトじゃない！ 今井　伸 NHK BSプレミアム放送（出演） 2018.7

Wの悲喜劇～日本一過激なオンナの
ニュース～　#51「男子解禁！オトコの性
教育」

今井　伸 AbemaTV放送（出演） 2018.8

https://abema
.tv/video/epis
ode/89-
64_s1_p51

誰も教えてくれなかった「男の性教育」　ア
ベマTVが切り込んだ理由

今井　伸 withnews 朝日新聞 2018.9

https://withne
ws.jp/article/f
0180916000qq
000000000000

男子が抱える「射精の闇」　性の悩み「救
済システム」訴える医師

今井　伸 withnews 朝日新聞 2018.9

https://withne
ws.jp/article/f
0180917000qq
000000000000

性の知識、勝手に覚え…ません 　　 泌尿
器科医に聞いてみた

今井　伸 朝日新聞　夕刊  p.3 2018.1

教えて！性の神さま 今井　伸
NHKハートネット　福祉情報総
合サイト　Eテレ/取材協力

2018.12

https://www.n
hk.or.jp/heart-
net/oshiete-
kamisama/

Wの悲喜劇～日本一過激なオンナの
ニュース～ Wの悲喜劇特別版　「Mの悲喜
劇」 ～オッサンって一体何？～

今井　伸 AbemaTV放送（出演） 2018.12

https://abema
.tv/video/epis
ode/89-
64_s1_p61



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

【私はこうしている-鼻科手術編】 鼻副鼻
腔領域外の手術　眼窩手術(解説/特集)

袴田桂 嘉鳥信忠  JOHNS 2018 34巻9号 Page1244-1248

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

耳下腺oncocytic lipoadenomaの1例 近藤玄樹
菅原康介、松下安理華、喜夛淳
哉、山口裕貴、鈴木克佳、袴田桂

第80回耳鼻咽喉科臨床学会総
会・学術講演会

2018.6.29-30 横浜

口腔底に発生した神経鞘腫の1例 近藤玄樹
松田慈、菅原康介、松下安理華、
喜夛淳哉、岡村純

第115回日耳鼻静岡県地方部
会学術講演会

2018.10.13 浜松

全身状態不良な菊池病の1例 山口裕貴
鈴木克佳、近藤玄樹、喜夛淳哉、
菅原康介、松田慈

第120回日本耳鼻咽喉科学会
総会・学術講演会

2018.5 横浜

口唇口蓋裂患者に対する鼻中隔矯正術 喜夛淳哉 鈴木克佳 山口裕貴
第13回 日本小児耳鼻咽喉科
学会

2018.7 横浜

甲状舌管に由来した異所性甲状腺癌の1
例

松田慈
鈴木克佳、近藤玄樹、山口裕貴、
喜夛淳哉、菅原康介

第114回　日耳鼻静岡県地方
部会学術講演会

2018.7.28 三島

急速に増大した耳介腫瘤の一例 菅原康介
岡村純　近藤玄樹　
喜多淳哉　松下安理華　松田慈

静岡県頭頸部腫瘍研究会 2018.9.8 静岡

＜一般講演・その他の講演＞

耳鼻咽喉科



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

ﾙﾃｲﾝの抗酸化力がカギ 尾花　明 NHKテキスト　きょうの健康 2018.7 PR NHK出版

網膜硝子体　網膜の菲薄化 尾花　明
眼科臨時増刊号　主訴と所見
からみら眼科common disease

2018.10 1281-1291 金原出版

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Reliability of a two-wavelength 
autofluorescence technique by 
Heidelberg Spectralis to measure macular 
pigment optical density in Asian subjects

Obana A
Gellermann W, Gohto Y, Seto M, 
Sasano H, Tanito M, Okazaki S

Eyp Eye Res 2018 168:100-106

Fundus changes in type Ⅲ 
membranoproliferative glomerulonephritis: 
a case report

Obana A

Masato Takei, Akira Obana, 
Takenori Inomata, Takao Tanaka, 
Tina Shiang, Yuan Bae, Tamiko  
Takemura, Akira Murakami

BMC Ophthalmology 2018 https://doi.org/10.1186/s1288
6-018-0738-x

Optical assessment of skin carotenoid 
status as a biomarker of vegetable and
fruit intake

Obana A

Igor Ermakov, Maia Ermakova, 
Mohsen Sharifzadeh, Aruna 
Gorusupudi,
Kellinann Farnsworth, Paul 
Bernstein, Jodi Stookey, Jane 
Evans, Tito Arana,
Lisa Tao-Lew, Carly Isman, Anna 
Clayton,  Leah Whigham, Alisha
Redelfs, Lisa Jahns, Werner 
Gellermann

Archives of Biochemistry and 
Biophysics

2018  646:46-54

Reliability of a commercially available 
heterochromatic flicker photometer, the 
MPS2, for measuring the macular pigment 
optical density of a Japanese population

Obana A
Gohto Y, Moriyama T, Seto T, 
Sasano H, Okazaki S

Jpn J Ophthalmol 2018 62:473-480

巻頭言　薬食同源 尾花　明 日本眼科学会誌 2018 122：361-363

眼科に役立つサプリメント　ルテイン 尾花　明 あたらしい眼科 2018 35:719-725

Grade of cataract and its influence on 
measurement of macular pigment optical 
density using autofluorescence imaging.

Obana A
Gohto Y, Sasano H, Gellermann 
W, Sharifzadeh M, Seto T, 
Bernstein PS

Invest Ophthalmol Vis Sci 2018 59:3011-3019,

Optical detection of macular pigment 
formation in premature infants

Sasano H
Obana A, Sharifzadeh M, 
Bernstein PS, Okazaki S, Gohto 
Y, Seto T, Gellermann W

Trans Vis Sci Tech 2018 7(4):3

Baseline data from a multicenter, 5-year, 
prospective, cohort study of Japanese 
agerelated macular degeneration in an 
AMD2000 report

Akitaka 
Tsujikawa

Yumiko Akagi-Kurashige, MD
Mitsuko Yuzawa, MD
Tatsuro Ishibashi, MD
Hideo Nakanishi, MD
Eiji Nakatani, MD
Satoshi Teramukai, MD
Masanori Fukushima, MD
Nagahisa Yoshimura, MD
AMD2000 Study Group

Japanese J Ophthalmol 2018 62:127-136

A 5-year multicenter prospective cohort 
study on long-term visual prognosis of 
and predictive factors for visual outcome 
in Japanese patients with age-related 
macular
degeneration -AMD2000-

Akitaka 
Tsujikawa

Yumiko Akagi-Kurashige, MD
Akitaka Tsujikawa, MD
Mitsuko Yuzawa, MD
Tatsuro Ishibashi, MD
Hideo Nakanishi, MD
Eiji Nakatani, MD
Satoshi Teramukai, MD
Masanori Fukushima, MD
Nagahisa Yoshimura, MD
AMD2000 study group

Japanese J Ophthalmol 2018 62:137-143

Optic coherence tomography 
appearances of retinal astrocytic 
hamartoma and systemic features in 
tuberous sclerosis of Japanese patients

Kato A
Obana A, Gohto Y, Sasano H, 
Seto T

Eur J Ophthalmol 2018
doi: 
10.1177/1120672118787441.

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

加齢黄斑変性の治療と上手なサプリメント
の使い方

尾花　明 第61回神戸眼科臨床懇話会 2018.5.19 神戸

スペクトラリスの潜在能力を探る。スペクト
ラリスを用いた黄斑色素密度測定

尾花　明
第35回日本眼循環学会モーニ
ングセミナー

2018.7.23 松本

AMD-アフリベルセプトを使用した4週間隔
TAE-

尾花　明
アイリーア5周年記念講演会in
仙台

2018.7.8 仙台

IC22　黄斑疾患徹底解説2018-病態およ
び診断kから治療戦略まで-

尾花　明
飯島裕幸、森圭介、五味文、柳靖
男、安川力

第72回日本臨床眼科学会 2018.10.11 東京

光による眼障害　 美容レーザーによる眼
傷害例

尾花　明
第41回日本美容外科学会　美
容レーザー適正認定医講座

2018.10.25 東京

実例から学ぶ光による眼障傷害 尾花　明
第39回日本レーザー医学会総
会 特別シンポジウムⅠ　レー
ザー医療安全をめぐって

2018.11.1 東京

特別講演　みんなのしらないカロテノイド
の世界

尾花　明 第35回遠州眼科集談会 2018.11.10 浜松

開放隅角緑内障における指尖皮膚最終
糖化産物測定

谷戸正樹
藤原丈、池田欣史、藤原悦子、山
中幹宏、郷渡有子、尾花　明

第122回日本眼科学会総会 2018.4.19 大阪

眼底自発蛍光法で測定した高齢日本人の
黄斑色素分布パターン

郷渡有子
尾花　明、P Bernstaein, W 
Gellermannn, 瀬戸孝彦、笹野紘
之

第122回日本眼科学会総会 2018.4.19 大阪

緑内障手術前後におけるQOLの比較 包文君
黄海龍、川瀬和秀、山本哲也、尾
花　明、岡部いづみ

第122回日本眼科学会総会 2018.4.20 大阪

眼底自発蛍光分光法による黄斑色素密度
測定に対する白内障の影響

尾花　明
郷渡有子、Bernstein P, 
Gellermann W,　瀬戸孝彦、笹野
紘之

第122回日本眼科学会総会 2018.4.22 大阪

 Measurement of fingertip skin 
autofluorescence as a marker of 
advanced glycation endoproducts 
accumulation in subjects with open angle 
glaucoma.

Tanito M
Fujihara J, Lkeda Y, Fujihara E, 
Yamanaka M, Gohto Y, Obana A

ARVO2018 2018.5.1 ホノルル

Grade of cataract and its influence on 
measurement of macular pigment optical 
density by autofluorescence imaging

Obana A

 Yuko Gohto, Werner Gellermann, 
Hiroyuki Sasano, Mohsen 
Sharifzadeh, Takahiko Seto, Paul 
S Bernstein

ARVO2018 2018.5.2 ホノルル

Spatial distribution of macular pigment 
estimated by autofluorescence imaging in 
an elderly Japanese population

Gohto Y

Akira Obana, Werner Gellermann, 
Hiroyuki Sasano, Mohsen 
Sharifzadeh, Takahiko Seto, Paul 
S Bernstein

ARVO2018 2018.5.2 ホノルル

眼と脳におけるカロテノイドの働き 尾花　明
第2回脳科学研究センター研究
ｾﾐﾅｰ

2018.7.2 大阪市大

Skin carotenoid index and its correlation 
with macular pigment in Japanese 
subjects

Y Gohto
A Obana, W Gellermann, H 
Sasano, M Sharifzadeh, T Seto, 
PS Bernstein

Brain and Ocular Nutrition2018 ２０１８.7.11 Cambridge

眼科

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



Compensation for the influence of 
cataract on the measurement of macular 
pigment optical density by 
autofluorescence imaging

A Obana
Y Gohto, W Gellermann, H 
Sasano, M Sharifzadeh, T Seto, 
PS Bernstein

Brain and Ocular Nutrition2018 ２０１８.7.11 Cambridge

Macular pigment formation in premature 
infants evaluated by fundus reflectometry

H Sasano
A Obana,  M Sharifzadeh, PS 
Bernstein, S Okazaki,  Y Gohto, T 
Seto, W Gellermann

Brain and Ocular Nutrition2018 ２０１８.7.11 Cambridge

皮膚カロテノイド密度と黄斑色素の関係 尾花　明
ゲラマンバーナー、郷渡有子、瀬
戸孝彦、笹野紘之

第72回日本臨床眼科学会 2018.10.13 東京

BRVOにおけるアフリベルセプトとラニビズ
マブの治療効果について

中澤理紗 郷渡有子、　瀬戸孝彦、尾花　明 第35回遠州眼科集談会 2018.11.10 浜松

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

コーディネーター、座長 尾花　明 The 3rd SCOOP Meeting 2018.1.6 浜松

すこぶる記事校閲、掲載 尾花　明 すこぶる２０６号 1905/7/10

座談会出席 尾花　明 RETINA Medicine 7 1905/7/10

コーディネーター、座長 尾花　明 第１回遠江眼科セミナー 2018.6.16 浜松

座長 郷渡有子 第１回遠江眼科セミナー 2018.6.16 浜松

新聞記事掲載 尾花　明 日本農業新聞 2018.8.2

医学生（４回生）講義 尾花　明 島根大学医学部 2018.8.31 出雲

第３回手術関連指定講習会講師 尾花　明 日本臨床工学技士会 2018.9.1 東京

座長 尾花　明
第39回日本レーザー医学会総
会、教育講演Ⅰ、一般口演総
会賞選奨セッション

2018.11.1 東京

選奨委員 尾花　明
第39回日本レーザー医学会総
会

2018.11.1 東京

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

眼形成眼窩外科

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

右肘部から指にかけて発生した蔓状神経
鞘腫の1例

向田雅司 大井宏之 日本形成外科学会会誌 2018 第38巻　2号　P74-77

形成外科



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

圧縮センシングと局所撮像技術の腹部領
域での臨床応用

片山元之 増井孝之 INNERVISION 2018 2018年5月　P75-77

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

Film reradikng 「頭蓋内腫瘤の１例」 川村謙士
増井孝之、片山元之、土屋光輝、
佐々木 昌子、林　勇気、山田 尊
大

JCR ミッドサマーセミナー 2018 2018.7 神戸

読影の基礎 川村謙士
増井孝之、片山元之、土屋光輝、
佐々木 昌子、林　勇気、山田 尊
大

第4回聖隷放射線部　合同勉
強会

2018.9 浜松

compressed sensing 上腹部 増井孝之
第46回日本磁気共鳴医学会大
会

2018．9 金沢

FOCUSを使用した泌尿器科領域のMRI 片山元之
増井孝之、寺内一真、土屋充輝、
佐々木昌子、川村謙士、山田尊
大

JSURT（泌尿器画像診断・治療
技術研究会）

2018．9 京都

compressed sensing 上腹部領域 増井孝之 第22回MR実践講座 2018.12 東京

膀胱炎症性偽腫瘍の一例 川村謙士
山田 尊大、佐々木 昌子、土屋 充
輝、片山 元之、増井 孝之

日本医学放射線学会第163回
中部地方会

2018.2 愛知

Wide-bore 3T装置によるAdiabatic pulse
脂肪抑制圧縮センシング併用3DT1強調
画像

片山元之
増井孝之、土屋充輝、佐々木昌
子、川村謙士、山田尊大、竹井直
行、岩館雄治、阪原晴海

第77回日本医学放射線学会総
会

2018.4 横浜

Time resolved dynamic contrast MR 
imaging fo the thorax using simultaneous 
injection of gaobutrol and saline

Takayuki 
Masui

Motoyuki Katayama, Mitsuteru 
Tsuchiya, Yuki Hayashi, Takahiro 
Yamada, Masako Sasaki, Yuki 
Takayanagi, Yuji Iwadate, Naoyuki 
Takei, Kang Wang, Harumi 
Sakahara

第77回日本医学放射線学会総
会

2018.4 横浜

Outcomes of Transcatheter Arterial 
Embolization for Controlling Acute 
Extraperitoneal Hemorrhage

Tsuchiya 
Mitsuteru

 Masui Takayuki, Katayama 
Motoyuki, Sasaki Masako, 
Kawamura Kenshi, Hayashi Yuki, 
Yamada Takahiro, Sakahara 
Harumi

第77回日本医学放射線学会総
会

2018.4 横浜

Dynamic contrast MR imaging of the renal 
vasculatures using Fatsat-DISCO with 
simultaneous injection of gadobutrol and 
saline

Takahiro 
Yamada

Takayuki Masui, Motoyuki 
Katayama, Mitsuteru Tsuchiya, 
Masako Sasaki, Kenshi Kawamura, 
Naoyuki Takei, Yuji Iwadate, 
Mitsuharu Miyoshi, Kang Wang, 
Harumi Sakahara

第77回日本医学放射線学会総
会

2018.4 横浜

高速撮像法 FatSAT DISCO を用いた造
影ダイナミックMRIでの子宮動脈および軟
部組織の評価

川村謙士
山田 尊大、佐々木 昌子、土屋 充
輝、片山 元之、増井 孝之

 第77回日本医学放射線学会
総会

2018.4 横浜

Time-resolved dynamic contrast 
enhanced MR imaging of the pulmonary 
vasculatures and parenchyma using Fat-
sat DISCO with Gadobutrol

Takayuki 
Masui

Motoyuki Katayama, Mitsuteru 
Tsuchiya, Kenshi Kawamura, 
Takahiro Yamada, Masako Sasaki, 
Noayuki Takei, Yuji Iwadate, Kang 
Wang

Joint Annual Meeting ISMRM-
ESMRMB 2018

2018年6月 Paris, France

Dynamic Gd-EOB-DTPA enhanced MR 
imaging fo the liver: Value fo High 
Temporal-resolution Images with Prallel 
imaging and Compressed sensing

Takayuki 
Masui

Joint Annual Meeting ISMRM-
ESMRMB 2018

2018.6 Paris, France

興味深い臨床経過を辿った原発不明癌の
1例

川村謙士
山田 尊大、佐々木 昌子、土屋 充
輝、片山 元之、増井 孝之

第25回浜松核医学カンファレン
ス

2018.6 浜松

CT, MRIで偶然発見された乳腺結節性病
変について

川村謙士
山田 尊大、佐々木 昌子、土屋 充
輝、片山 元之、増井 孝之

日本医学放射線学会第164回
中部地方会

2018.7 岐阜

圧縮センシング併用 HyperCube T2強調
画像による前立腺癌に対する初期評価 片山元之

増井孝之、寺内一真、土屋充輝、
佐々木昌子、川村謙士、山田尊
大、三好光晴、阪原晴海

第46回日本磁気共鳴医学会大
会

2018.9 金沢

Dynamic contrast enhanced MR imaging 
of the pulmonary vasculature using Fat-
sat DISCO with simultaneous injection fo 
Gdbutrol and Saline

Takayuki 
Masui

Motoyuki Katayama, Mitsuteru 
Tsuchiya, Kenshi Kawamura, 
Takahiro Yamada, Masako Sasaki, 
Noayuki Takei, Yuji Iwadate, Kang 
Wang

第46回日本磁気共鳴医学会大
会

2018.9 金沢

リンパ節転移を伴った乳腺腺様嚢胞癌の
1例　画像所見の検討

土屋 充輝
増井 孝之, 片山 元之, 佐々木 昌
子, 川村 謙士, 山田 尊大, 吉田 
雅行, 森 菜採子, 大月 寛郎, 新井 
義文, 阪原 晴海

第54回日本医学放射線学会秋
季大会

2018.10 福岡

18F-FDG PET/CTによる経過観察で発見
された肺癌乳腺転移の1例の画像所見の
特徴

土屋 充輝

増井 孝之, 片山 元之, 佐々木 昌
子, 川村 謙士, 山田 尊大, 吉田 
雅行, 森 菜採子, 大月 寛郎, 新井 
義文, 阪原 晴海

第54回日本医学放射線学会秋
季大会

2018.10 福岡

JCI認定病院におけるIVRの安全管理、災
害対応について

片山元之
増井孝之、寺内一真、土屋充輝、
佐々木昌子、川村謙士、山田尊
大

第13回静岡IVR温和会 2018.11 静岡

放射線科

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

がんの痛みの治療について 山田博英
安達博、野末政志、星山佳代、梅
田靖子、神谷万波、森島多美子

がんに関する市民公開講座　
学ぼう！子宮頚がん

2018.2 浜松

緩和医療における医療用麻薬を処方する
ときのコツ

山田博英
浜名湖ファーマシストマネジメ
ントセミナー2018

2018.10 浜松

緩和医療における医療用麻薬を処方する
ときのコツ

山田博英
第2回緩和ケア地域連携セミ
ナー

2018.11 浜松

＜一般講演・その他の講演＞

進行がん患者のリハビリテーションにおけ
る機能予後予測因子の同定

大野稜

森田 達也, 関根 龍一, 宮越 浩一, 
山田 博英, 上村 源, 背戸 佑介, 
内山 郁代, 伊藤 恭兵, 飯田 美
寿々, 近藤 絵美

第23回日本緩和医療学会学術
大会

2018.6 神戸

緩和医療科

＜指定講演・シンポジウム等＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Sirolimus Gel Treatment vs Placebo for 
Facial Angiofibromas
in Patients With Tuberous Sclerosis 
Complex
A Randomized Clinical Trial

Mari Wataya-
Kaneda, MD, 
PhD

Yuuki Ohno, MD; Yasuyuki Fujita, 
MD, PhD; Hiroo Yokozeki, MD, 
PhD;
Hironori Niizeki, MD, PhD; Masaaki 
Ogai, MD; Kazuyoshi Fukai, MD, 
PhD; Hiroshi Nagai, MD, PhD;
Yuichi Yoshida, MD, PhD; Izumi 
Hamada, MS; Taihei Hio, MS; 
Kenji Shimizu, BS; Hiroyuki 
Murota, MD, PhD

JAMA Dermatology 2018
Published online May 19, 2018.

Establishment of a Regional 
Interdisciplinary Medical System for 
Managing Patients with Tuberous 
Sclerosis Complex (TSC).

Fujimoto A

Okanishi T, Imai S, Ogai M, 
Fukunaga A, Nakamura H, Sato K, 
Obana A, Masui T, Arai Y, Enoki 
H.

Scientific　Reports 2018 Nov 13;8(1);16747

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜一般講演・その他の講演＞

医療関連機器圧迫創傷（MDRPU)の予防
ケアを考える

石津こずゑ
小粥雅明、花木ひとみ、青木知香
子、大杉純子、奥田希世子

第20回日本褥瘡学会学術集会 2018.9 横浜

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 小粥雅明
関節症性乾癬の実践診療を学
ぶ

2018.7.25 浜松

皮膚科



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

13トリソミー，18トリソミーに対する気管切
開術

奥井悠介
鳥羽好恵、佐宗加奈子、松永由
美子、中山久美

障がい児・者の手術室看護マ
ニュアル

2018.1 98-102 金芳堂

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

仕事量を守る立場と断らないプライドを両
立させる

鳥羽好恵 日本手術医学会誌 2018.2 39(2) ; 96-99

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

ロクロニウムによる気管支痙攣が考えら
れた小児の1例

菊池高史
奥井悠介、近藤聡子、池上宏美、
小倉冨美子、鳥羽好恵

日本麻酔科学会東海・北陸支
部大16回合同学術集会

2018.9 金沢

心タンポナーデの心膜開窓術に対する 
Monitored Anesthesia Care の経験

近藤聡子 奥井悠介、池上宏美、鳥羽好恵
第23回日本心臓血管麻酔学会
学術大会

2018.9 東京

手術室スタッフで術後回復室の質向上と
効率化を考える

鳥羽好恵 第40回日本手術医学会総会 2018.10 東京

脊髄係留解除術後に直腸穿孔を来した高
度側弯および腰椎前弯症の1例

菊池高史 大杉浩一、近藤聡子、鳥羽好恵 日本小児麻酔学会第24回大会 2018.10 神戸

デスフルランで麻酔管理したミトコンドリア
病の1症例

小倉冨美子 鳥羽好恵、奥井悠介 日本小児麻酔学会第24回大会 2018.10 神戸

下肢切断時に心停止をきたしたガス壊疽
疑いの1例

赤岡宗記
鳥羽好恵、奥井悠介、池上宏美、
近藤聡子、小久保荘太郎

日本臨床麻酔学会第38回大会 2018.11 北九州

Glenn術後の上腕動脈バイパス術を
Monitored Anesthesia Careで管理した１
例

伊藤静
奥井悠介、近藤聡子、池上宏美、
鳥羽好恵

日本臨床麻酔学会第38回大会 2018.11 北九州

頚椎椎弓形成術の術後鎮痛における
創部浸潤麻酔の効果 鳥羽好恵 小久保荘太郎 日本臨床麻酔学会第38回大会 2018.11 北九州

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 鳥羽好恵 日本臨床麻酔学会第38回大会 2018.11 北九州

＜一般講演・その他の講演＞

麻酔科



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

TOF PVR適応と限界 小出昌秋
第18回　成人先天性心疾患セ
ミナー

2018.6 東京

SSIゼロを目指して～心臓血管外科におけ
る新しい術野消毒～

小出昌秋
第61回　関西胸部外科学会ラ
ンチョンセミナー

2018.6 愛知

からだに優しい心臓弁膜症手術～大動脈
弁狭窄症に対するTAVIの進化と実績～

小出昌秋 第151回　天竜医師会セミナー 2018.7 浜松

大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的
大動脈弁置換術の実際

小出昌秋 小笠医師会学術講演会 2018.8 掛川

感染性心内膜炎の外科治療 小出昌秋
第19回　成人先天性心疾患セ
ミナー

2018.10 愛知

人名のついた手術方法 立石実
第19回　成人先天性心疾患セ
ミナー

2018.10 愛知

医師の働き方シンポジウム 立石実 第8回　医療労働研究会 2018.11 東京

Fallot四徴症根治術後の遠隔期再手術に
おける不整脈手術の検討

五十嵐仁
小出昌秋、國井佳文、高柳佑士、
櫻井陽介

第20回　日本成人先天性心疾
患学会総会・学術集会

2018.1 東京

修正大血管転位症に合併した高度三尖
弁、僧帽弁閉鎖不全症に対して手術を
行った
一例

高柳佑士
小出昌秋、國井佳文、前田拓也、
五十嵐仁、櫻井陽介

第20回　日本成人先天性心疾
患学会総会・学術集会

2018.1 東京

大動脈縮窄症, 胸部大動脈拡大, 大動脈
一尖弁, 動脈管開存, 心房粗動の成人例
に対して複合手術を行った1例

櫻井陽介
小出昌秋、國井佳文、五十嵐仁、
髙柳佑士

第20回　日本成人先天性心疾
患学会総会・学術集会

2018.1 東京

Conotruncal criss cross理論に基づく両大
血管右室起始症の病型分類と治療成績

高柳佑士
小出昌秋、國井佳文、五十嵐仁、
櫻井陽介

第48回　日本心臓血管外科学
会学術総会

2018.2 三重

僧帽弁形成術の中長期成績と不整脈手
術が予後へ与える影響の検討
Effect of arrhythmia surgery concomitant 
with mitral valve repair

櫻井陽介
小出昌秋 、國井佳文 、前田拓
也、五十嵐仁、高柳佑士

第48回　日本心臓血管外科学
会学術総会

2018.2 三重

大動脈縮窄、大動脈一尖弁、胸部大動脈
瘤、動脈管開 存、心房粗動の成人例に対
する手術経

櫻井陽介
小出昌秋、國井佳文、五十嵐仁、
高柳佑士

第176回　日本胸部外科学会
関東甲信越地方会

2018.3 東京

胸部大動脈人工血管置換術後 吻合分仮
性瘤に対するTEVARの経験

國井佳文
小出昌秋、立石実、五十嵐仁、髙
柳佑士、櫻井陽介

浜松心臓血管外科医会 2018.3 浜松

バルサルバ洞欠損の一治験例 高柳佑士
小出昌秋、國井佳文、五十嵐仁、
櫻井陽介

第125回　東海小児循環器談
話会

2018.4 愛知

学校検診での心電図異常を契機に発見さ
れた心臓腫瘍を手術摘出した一例

櫻井陽介
第43回　静岡県心臓血管外科
手技ビデオカンファレンス

2018.4 静岡

腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内
挿術施行後の破裂3症例

櫻井陽介
小出昌秋、國井佳文、前田拓也、
五十嵐仁、髙柳佑士

第47回　日本血管外科学会学
術総会

2018.5 山形

学校検診での心電図異常を契機に発見さ
れた心臓腫瘍を手術摘出した一例

櫻井陽介
櫻井陽介、小出昌秋、國井佳文、
立石 実、五十嵐仁

第177回　日本胸部外科学会
関東甲信越地方会

2018.6 東京

大動脈弁4尖弁に伴う大動脈弁閉鎖不全
症に対して大動脈弁置換術を施行した2例

櫻井陽介

小出昌秋、國井佳文、立石実、五
十嵐仁、髙柳佑士、曹宇晨、岡俊
明、杉浦亮、岡田尚之、秦武弘、
齋藤秀輝

第151回　日本循環器学会東
海地方会

2018.6 岐阜

左鎖骨下動脈アプローチで TAVI を施行
した1例

曹宇晨

小出昌秋、國井佳文、立石実、五
十嵐仁、高柳佑士、櫻井陽介、岡
俊明、杉浦亮、岡田尚之、磯村大
地、秦武弘

第151回　日本循環器学会東
海地方会

2018.6 岐阜

補助循環の最新治療と安全管理 立石実 小出昌秋、北本憲永
第14回　日本クリティカルケア
看護学会学術集会

2018.7 東京

小児期人工弁置換術後における抗血栓
療法と人
工弁外来の有用性

小出昌秋

國井佳文、立石実、五十嵐仁、高
柳佑士、櫻井陽介、森善樹、中嶌
八隅、金子幸栄、井上奈緒、村上
知隆

第54回　日本小児循環器学会
総会･学術集会

2018.7 神奈川

成人期に大動脈弓部への再介入を必要と
した先天性心疾患の5例

櫻井陽介

小出昌秋、國井佳文、立石実、五
十嵐仁、高柳佑士、森善樹、中嶌
八隅、金子幸栄、井上奈緒、村上
知隆

第54回　日本小児循環器学会
総会･学術集会

2018.7 神奈川

SAPTを基本としたTAVI後抗血栓療法の
成績

小出昌秋
岡田尚之、國井佳文、磯村大地、
岡俊明

第9回　日本経カテーテル心臓
弁治療学会学術集会

2018.7 大阪

不完全型房室中隔欠損症の僧帽弁形成
術後に人工弁輪による左室流出路狭窄を
きたした一例

櫻井陽介
小出昌秋、國井佳文、立石実、奥
木聡志、曹宇晨

第109回　東海心臓外科懇話
会

2018.9 静岡

Ross手術後遠隔期に右室流出路導管に
Haemophilus parainfluenzaeによる感染性
心内膜炎をきたした1例

曹宇晨
小出昌秋、國井佳文、立石実、奥
木聡志、櫻井陽介、中嶌八隅、金
子幸栄、井上奈緒

第126回　東海小児循環器談
話会

2018.9 愛知

TAVIとSAVRの急性期成績の比較検討 小出昌秋
國井佳文、立石実、五十嵐仁、高
柳佑士、櫻井陽介、曹宇晨

第71回　日本胸部外科学会定
期学術集会

2018.10 東京

左室緻密化障害を合併した心臓線維腫の
摘出手術

櫻井陽介
小出昌秋、國井佳文、立石実、五
十嵐仁、高柳佑士、曹宇晨

第71回　日本胸部外科学会定
期学術集会

2018.10 東京

弓部大動脈瘤破裂により大動脈肺動脈瘻
をきたした1例

山崎裕起
小出昌秋、國井佳文、立石実、奥
木聡志、櫻井陽介、曹宇晨

日本循環器学会第152回東海･
第137回北陸合同地方会

2018.10 愛知

左冠動脈肺動脈起始症を合併したFallot
四徴症の1例

五十嵐仁
小出昌秋、國井佳文、立石 実、
奥木聡志、櫻井陽介、曹宇晨

第178回　日本胸部外科学会
関東甲信越地方会

2018.11 東京

心筋伷塞後乳頭筋断裂を発症したエホバ
の証人信者に僧帽弁形成術を行った一例

増田 拓
小出昌秋、國井佳文、立石実、五
十嵐仁、奥木聡志、櫻井陽介、曹
宇晨

第178回　日本胸部外科学会
関東甲信越地方会

2018.11 東京

フィジシャンアシスタントは医師の過重労
働解決の切り札となりうるか
女性外科医としてPAに期待すること

立石実
第13回　医療の質･安全学会
学術集会

2018.11 愛知

＜一般講演・その他の講演＞

心臓血管外科

＜指定講演・シンポジウム等＞



Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 立石実
第20回　日本成人先天性心疾
患学会総会・学術集会

2018.1 東京

座長 立石実
第151回　日本循環器学会東
海地方会

2018.6 岐阜

座長 小出昌秋
第19回　成人先天性心疾患セ
ミナー

2018.10 愛知

座長 立石実
第19回　成人先天性心疾患セ
ミナー

2018.10 愛知



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Setting pressure can change the size and 
shape of MRI artifacts caused by 
adjustable shunt valves: a study of the 4 
newest models

Daiki Uchida

Yuki Amano, Hirokazu 
Nakatogawa, Takayuki Masui, 
Naoto Ando, Teiji Nakayama, 
Haruhiko Sato, Tetsuro 
Sameshima, Tokutaro Tanaka

J Neurosurg 2018 May 18:1-8

未破裂脳動脈瘤フォローアップ外来にお
けるDICOMビュアーの工夫

田中篤太郎
稲永親憲、中戸川裕一、内田大
貴、黒田直生人

脳卒中の外科 2018 46:393-397

 In Reply to “Streptococcus mutans with 
Collagen-Binding Protein: From Oral 
Cavity to Brain”

Tokutaro 
Tanaka

Ryota Nomura, Kazuya Hokamura, 
Toshimitsu Hamasaki, Chikanori 
Inenaga, Kazuo Umemura, 
Kazuhiko Nakano

WORLD NEUROSURGERY 2018 115: 487

脳血管攣縮発症の原因と治療の究明 中戸川裕一
内田大貴、稲永親憲、山本貴道、
田中篤太郎

脳血管攣縮 2018
(0912-7070)33巻 Page36-37, 
2017

MRIロック圧可変式シャトルバルブのアー
チファクト3.0Tと1.5T MRIの比較

天野 裕貴

黒田 直生人, 内田 大貴, 中戸川 
裕一, 山添 知宏, 渡邊 水樹, 藤本 
礼尚, 稲永 親憲, 山本 貴道, 田中 
篤太郎, 増井 孝之

脳神経外科ジャーナル 2018 27(6):463-469

34) A Potential New Risk Factor for 
Stroke: Streptococcus Mutans With 
Collagen-Binding Protein

Chikanori 
Inenaga

Kazuya Hokamura, Kazuhiko 
Nakano, Ryota Nomura, Shuhei 
Naka, Toshihiko Ohashi,Takashi 
Ooshima, Nagato Kuriyama, 
Toshimitsu Hamasaki, Koichiro 
Wada, Kazuo Umemura, Tokutaro 
Tanaka

WORLD NEUROSURGERY 2018
https://doi.org/10.1016/j.wneu
.2018.01.158

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

Widespread interictal epileptic discharge 
more likely than focal discharges to 
unveil the seizure onset zone in EEG-
fMRI

Tomohiro 
Yamazoe

Nicolas von Ellenrieder, Hui Ming 
Khoo, Yao-Hsien Huang, Natalja 
Zazubovits, Francois Dubeau, 
Jean Gotman

66th Annual Meeting of 
American Epilepsy Society

2018.12. New Orleans

神経内視鏡手術における術中CTの有用
性

中戸川裕一
天野裕貴、川路博史、市川直己、
林正孝、山添知宏、藤本礼尚、稲
永親憲、山本貴道、田中篤太郎

第25回日本神経内視鏡学会 2018.10 新潟

救命できなかった小児小脳出血の1例 中戸川裕一

川路博史、田中篤太郎、天野裕
貴、内田大貴、市川直己、林正
孝、山添知宏、藤本礼尚、稲永親
憲、山本貴道

第36回日本こども病院神経外
科医会

2018.11 博多

閉頭時のcentral tack upにおける弾機荒
川朋弥孔直針の有用性

荒川朋弥
天野裕貴、市川尚己、川路博史、
中戸川裕一、稲永親憲、田中篤
太郎

第77回日本脳神経外科学会学
術総会

2018,10 仙台

プロテインS欠乏症による小児脳梗塞の1
例

中嶋広太
中戸川裕一、金井創太郎、天野
裕貴、川路博史、市川尚己、稲永
親憲、榎木日出夫、田中篤太郎

第77回日本脳神経外科学会学
術総会

2018,10 仙台

当院における悪性神経膠腫に対するアバ
スチンの使用状況と治療実

川路博史
天野裕貴、山添知宏、中戸川宏
一、稲永親憲、田中篤太郎

悪性脳腫瘍研究会 2018.10 浜松

聖隷浜松病院における血栓回収療法に対
する取り組み

黒田直生人
平松久弥、大石知也、神谷美佳、
天野裕貴、中戸川裕一、稲永親
憲、田中篤太郎

第16回県西部脳卒中外科 2018.7 浜松

VPシャントからETVを行い離脱した症例の
検討

中戸川裕一
山本貴道、天野裕貴、川路博史、
市川直己、藤本礼尚、稲永親憲、
田中篤太郎

第46回日本小児神経外科学会 2018.6 東京

VPシャントにおける感染予防の工夫につ
いて

中戸川裕一
山本貴道、天野裕貴、川路博史、
市川直己、藤本礼尚、稲永親憲、
田中篤太郎

第46回日本小児神経外科学会 2018.6 東京

圧可変式シャントデバイスのMRAにおける
アーチファクト　－1.5Tと3.0Tにおけるアー
チファクトの比較－

黒田直生人

天野裕貴、内田大貴、中戸川裕
一、稲永親憲、増井孝之、安藤直
人、中山禎司、佐藤晴彦、田中篤
太郎

第47回日本脳卒中の外科学会 2018．3 福岡

高齢者のクモ膜下出血における積極的な
治療介入のための医療費削減の工夫

中戸川裕一
黒田直生人、稲永親憲、田中篤
太郎

第47回日本脳卒中の外科学会 2018.3 福岡

ω-3脂肪酸の多面的な作用とくも膜下出
血後の脳血管攣縮と予後因子の検討

中戸川裕一
天野裕貴、黒田直生人、稲永親
憲、田中篤太郎

Stroke 2018
第34回スパズムシンポジウム

2018.3 博多

高齢者のくも膜下出血における積極的な
治療介入のための医療費削減の工夫

中戸川裕一
天野裕貴、黒田直生人、稲永親
憲、田中篤太郎

Stroke2018
第47回日本脳卒中の外科学会

2018.3 博多

Shizuoka Saliva Streptococcus mutans 
Stroke Study for subarachnoid 
hemorrhage (5S for SAH)の進行と現状

田中篤太郎
第21回浜松医科大学脳神経外
科同門会研究会

2018.3 浜松

ナビゲーションの自動レジストレーション機
能を利用した下垂体マクロアデノーマ摘出
時の術中CTの有用性

稲永親憲
天野裕貴、黒田直生人、内田大
貴、中戸川裕一、田中篤太郎

第38回間脳下垂体腫瘍学会 2018.2 浜松

慢性硬膜下血腫と鑑別が困難であった
atypical en plaque meningiomaの一例

荒川朋弥
稲永親憲、天野裕貴、川路博史、
市川尚己、中戸川裕一、田中篤
太郎

第95回日本脳神経外科学会　
中部地方会

2018.9.8 名古屋

プロテインS欠乏症による小児脳梗塞の1
例

中嶋　広太
中戸川裕一、金井創太郎、天野
裕貴、川路博史、市川尚己、稲永
親憲、榎日出夫、田中篤太郎

第94回脳神経外科学会中部支
部会学術集会

2018.4.21 福井

脳神経外科

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

小児脳神経外科の現状と課題 中戸川裕一
開放型病院運営管理会議・共
同診療会議

2018.3 浜松

脳神経外科領域とグルセルナ 中戸川裕一 グルセルナ社内講演会 2018.9 東京



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

栄養のアセスメントと管理 西村立 藤島一郎
嚥下障害ポケットマニュアル
（第4版）

2018.9 90-94
医歯薬出版株
式会社

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

嚥下障害 西村立 第15回呼吸ケアカンファレンス 2018.4 大阪

急性期病院において早期摂食開始目的で
の嚥下スクリーニング法の検討（第2報）

西村立
大野綾、八木友里、伊藤悠介、杉
貴文

第24回日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会学術大会

2018.9 仙台

嚥下内視鏡検査におけるリスクマネジメン
ト

西村立 第17回嚥下障害実習研修会 2018.2 浜松

急性期病院における 嚥下スクリーニング
法として トロミ付き水飲みテストの有効性

西村立
大野綾、八木友里、伊藤悠介、杉
貴文

第55回日本リハビリテーション
医学会学術集会

2018.6 福岡

経管栄養法（OE法を中心に） 西村立 第65回浜松摂食嚥下懇話会 2018.11 浜松

進行がん患者のリハビリテーションにおけ
る機能予後予測因子の同定

大野綾 山田博英、上村源
第23回日本緩和医療学会学術
大会

2018.6 神戸

麻痺側手指運動中に同側腹外側運動前
野の活動を認めた脳卒中片麻痺の一例　
機能的MRI研究

杉貴文
第55回日本リハビリテーション
医学会学術集会

2018.6 福岡

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

クリストファー大学リハビリテーション学部
講義　2年次生

西村立
脳損傷のリハ：急性期リハと廃
用症候群

2018.4 浜松

＜一般講演・その他の講演＞

リハビリテーション科



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

当科における同種保存骨の使用状況 皆川均 加藤篤　森諭史 静岡県整形外科医学雑誌 2018 Vol11(2)116-119

両側大腿骨近位部骨折の症例検討 加藤篤 山下紀　森諭史 静岡県整形外科医学雑誌 2018 Vol11(2)120-123

非定型大腿骨骨折全国調査　特集／整
形外科レジストリー

森諭史 Bone Joint Nerve 2018 8(3)381-386

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

JOINT-05被験者のADL/QOL ロコモ指標
および認知度のベースライン時評価

森諭史
第20回日本骨粗鬆症学会　
ATOP Annual Meeting

2018.1 長崎

骨粗鬆症治療による大腿骨近位部骨構造
変化

曽根照喜
上村由香里　萩野浩　森諭史　中
村利孝

第20回日本骨粗鬆症学会　
ATOP Annual Meeting

2018.1 長崎

Report of local community Liaison dor hip 
fracture treatment in west Shizuoka , 
Japan

S. Mori
7th Fragility Fracture Network 
Global Congress 2018

2018.8 Dublin、Ireland

両側大腿骨近位部骨折の症例検討 加藤篤
池上拓　玉井秀明　皆川均　山下
紀　森諭史

第20回日本骨粗鬆症学会 2018.10 長崎

大腿骨近位部骨折患者の変形性膝関節
症罹患に関せうる調査

山下紀 森諭史 第20回日本骨粗鬆症学会 2018.10 長崎

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

特別講演　健康寿命延伸を目指す骨粗鬆
症治療

森諭史
豊橋整形外科医会障害教育研
修会

2018.5 豊橋

特別講演　健康寿命延伸を目指す骨粗鬆
症治療

森諭史
第310回大阪臨床整形外科医
会研修会

2018.8 大阪

特別講演　健康寿命延伸を目指す骨粗鬆
症治療

森諭史 第19回高知骨折研究会 2018.9 高知

特別講演　2次骨折予防を目指した地域
連携

森諭史 股関節骨折治療セミナー 2018.1 大阪

特別講演　2次骨折予防を目指した地域
連携

森諭史
第4回名古屋城整形外科地域
連携セミナー

2018.1 名古屋

特別講演　健康寿命延伸を目指す骨粗鬆
症治療

森諭史
切れ目のない骨粗鬆症治療を
考える会

2018.11 浜松

特別講演　2次骨折予防を目指した地域
連携

森諭史
第13回三重県南勢地区慢性疼
痛研究会

2018.3 三重

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

CT画像で先天性腰椎分離を疑った6例の
検討．

小林良充 滝 正徳, 船越雄誠ほか 整形外科 2018 69： 1102-1106

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

チームドクターがスポーツファーマシストに
期待すること

船越雄誠 静岡県薬剤師会 2018.1 静岡市

スポーツ現場における腰痛の予防と治
療、特に腰椎分離症について

小林良充
第３回　医師・理学療法士によ
る高野連野球障害予防講習会

2018.2 静岡市

ACL再建術時に使用した非焼成HA/PLLA
スクリューの生体内での骨置換 －長期成
績－

船越雄誠 尾藤晴彦、滝正徳、小林良充 JOSKAS 2018.6 福岡

第５中足骨疲労骨折（Jones骨折）受傷選
手の特徴から考案する
術後リハビリテー
ションと予防トレーニング

船越雄誠
鈴木浩介、尾藤晴彦、滝正徳、小
林良充

日本運動器学会 2018.6 沖縄

対側椎弓に及んだ非定型的腰椎疲労骨
折

船越雄誠
遠藤浩一、鈴木浩介、尾藤晴彦、
滝正徳、小林良充

第29回日本臨床スポーツ医学
会学術集会

2018.11 札幌

腰椎後峡部疲労骨折は再発性か 小林良充,
船越雄誠, 滝 正徳, 鈴木浩介、尾
藤晴彦, 桐村憲吾

第189回静岡整形外科懇話会
 2018.7.21

浜松市

対側椎弓に及んだ非定型的腰椎疲労骨
折

小林良充 船越雄誠, 滝 正徳, 鈴木浩介 第190回静岡整形外科懇話会
 2018.7.22

浜松市

腰椎後峡部疲労骨折は再発性か 小林良充
船越雄誠, 滝 正徳, 鈴木浩介、尾
藤晴彦, 桐村憲吾

第29回日本臨床スポーツ医学
会学術集会

　2018.11.2,3 札幌コンベンションセンター

32歳プロサッカー選手にみられた腰椎疲
労骨折　その経過報告

小林良充
船越雄誠, 滝 正徳, 鈴木浩介、尾
藤晴彦, 桐村憲吾

第190回 静岡県整形外科医学
会集談会

2018.11.17 静岡市

円板状半月板術後に生じた外側顆離断性
骨軟骨炎の経験

鈴木浩介
木村雅史 ，萩原敬一，柳澤真也 
，中川智之，米山友貴，山田雄一
郎，高柳正俊，大前洋明，常起忠

JOSKAS 2018.6 福岡

後十字靭帯単独損傷に対する保存療法　
-2種類の装具療法による比較-

鈴木浩介
木村雅史, 滝 正徳, 船越雄誠, 小
林良充

日本運動器学会 2018.6 沖縄

脛骨粗面剥離骨折の治療経験 鈴木浩介
木村 雅史, 滝 正徳　船越雄誠, 
小林良充

静岡県外傷スポーツ研究会 2018.6 静岡

スポーツ整形外科

＜一般講演・その他の講演＞

＜一般講演・その他の講演＞

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜指定講演・シンポジウム等＞

骨・関節外科



10代の腰椎椎間板ヘルニアに対する手術
治療　－早期復帰を目指して－

鈴木浩介
渡邊水樹　, 佐々木　寛二, 滝 正
徳, 船越 雄誠, 小林良充

日本整形外科スポーツ医学会 2018.9 徳島

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

ジュビロ磐田　チームドクター
船越雄誠、小
林良充、鈴木
浩介

Jリーグドクター会　ワーキンググループ 船越雄誠 ワーキンググループ会議 2018.1、7、11 東京

静岡県サッカー協会　医事委員 船越雄誠

静岡産業大学　非常勤講師
船越雄誠、小
林良充

常葉大学　非常勤講師
船越雄誠、滝
正徳、小林良
充

国体帯同ドクター 船越雄誠 2018.10 福井

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜一般講演・その他の講演＞

Prospective Observations after the 
Posterior Root Tear of the Medial 
Meniscus

滝正徳 18th ESSKA 2018.5 スコットランド

足関節後果骨折に対するLateral Trans-
Malleolar approachの有用性　-CTによる
評価-

滝正徳 日本骨折治療学会 2018.7 岡山

A comparison between open reduction 
and internal fixation and arthroscopic 
resection for painful secondary 
ossification center of the medial 
malleolus

滝正徳
日本足の外科学会　AIG 
combind meeting

2018.10 千葉

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

速く楽に走るための知識&障害予防
(シューズを中心に)

滝正徳
浜松市体育協会　市民講座　
講師

2018.5 浜松

足の外科



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

＜一般講演・その他の講演＞

せぼねセンター

＜指定講演・シンポジウム等＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

腫瘍と鑑別を要したChronic Expanding 
Hematoma6例の治療経験

岩田大河 井上善也 静岡整形外科医学雑誌 2018 １１（１）；21-26

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

Ollier病としてFollowされていた多発性骨
腫瘍の1例

井上善也 大月寛郎、新井義文 第39回静岡骨軟部腫瘍研究会 2018.3 静岡市

脱分化領域を伴う大腿軟部腫瘍の1例 玉井秀明 井上善也、大月寛郎、新井義文 第39回静岡骨軟部腫瘍研究会 2018.3 静岡市

ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ：2017年度骨軟部腫瘍外来から
の報告

井上善也 浜松整形外科医会 2018.3 浜松市

ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ：胸部単純レントゲンで見逃され
た異変と分かったこと

井上善也 浜松整形外科医会 2018.6 浜松市

骨肉腫は何故見逃されるのか 井上善也
第51回日整会 骨・軟部腫瘍学
術集会

2018.7 静岡市

AYA世代アスリートの利き腕の腕神経叢
に及ぶ滑膜肉腫の1例

井上善也、秀
島智子、竹田
茉里

キャンサーボード 2018.8 浜松市

MRIで腫瘍以外の何がどこまで判るのか 井上善也 整形外科モーニングレクチャー 2018.8 浜松市

液体窒素処理で切断を回避できた胸郭出
口を占拠する滑膜肉腫の1例

井上善也 神田俊浩、鈴木歩実 第233回新潟整形外科研究会 2018.9 長岡市

胸部単純エックス線で発見された予期せ
ぬ病変と当科の対応

井上善也 第233回新潟整形外科研究会 2018.9 長岡市

10年間に6カ所の転移巣を切除した示指
皮下腫瘍の1例

井上善也
人羅俊明、阿部真行、向田雅司、
大月寛郎、新井義文

第40回静岡骨軟部腫瘍研究会 2018.9 浜松市

足底に知覚異常を伴うアキレス腱周囲多
発軟部腫瘤の1例

井上善也
玉井秀明、人羅俊明、大月寛郎、
新井義文

第40回静岡骨軟部腫瘍研究会 2018.9 浜松市

ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ：Gossypibomaの病態と画像診
断

井上善也 浜松整形外科医会 2018.10 浜松市

骨のがん：どこから来る？どうすれば良い
の？

井上善也 骨と関節の日 市民公開講座 2018.10 浜松市

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 井上善也
第91回日本整形外科学会学術
総会

2018.5 神戸市
www.joa2018.j
p

司会 井上善也
第51回日整会 骨・軟部腫瘍学
術集会

2018.7 静岡市
www.congre.co
.jp/joa-
tumor51/

＜一般講演・その他の講演＞

骨軟部腫瘍科



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Medialis Pedis Flapを用いた手指組織欠損
の再建

神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之 日本手外科学会雑誌 2018 35(2);48-52

橈骨遠位端遠位設置型プレートと橈骨遠
位部との適合性評価

神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之 日本手外科学会雑誌 2018 35(3);302-305

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

掌側buttress plateで治療したBennett脱
臼骨折の3例

神田俊浩 第231回新潟整形外科研究会 2018.1 新潟市

Locking Plateを用いた指節骨および中手
骨骨折の治療

神田俊浩
第7回Hand Master's Course in 
Hamamatsu

2018.3 浜松市

橈骨遠位端遠位設置型プレートと骨との
適合性評価

神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之 第61回日本手外科学会 2018.4 新宿

複数指切断再接着術の治療成績 神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之 第61回日本手外科学会 2018.4 新宿

指節骨骨折および中手骨骨折に対する
VA Locking Hand Systemの使用経験

神田俊浩 鈴木歩実、大井宏之 第44回日本骨折治療学会 2018.7 岡山市

手指骨折に対する治療戦略 神田俊浩
第1回OTM(Orthopaedic 
Trauma Maganement) Hand 
and Wrist

2018.7 名古屋市

切断指再接着術における静脈移植による
再建動脈の開存率

神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之
第45回日本マイクロサージャ
リー学会

2018.12 大阪市

両手プレス損傷の1例 神田俊浩
第7回重度四肢外傷
microsurgery meeting

2018.12 大阪市

鎖骨遠位端骨折に対するプレート固定術
の治療成績

阿部真行 第45回日本肩関節学会 2018.1 大阪市

上肢外傷外科

＜一般講演・その他の講演＞



手外科・マイクロサージャリーセンター
Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

治療の最前線「手指骨折」 大井宏之
Journal of Clinical 
Rehabilitation 27. 261-265, 
2018

2018

人工神経を用いた神経移植術 大井宏之 関節外科 37. 96-103, 2018 2018

Medialis Pedis Flapを用いた手指組織欠損
の再建

神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之 日本手外科学会雑誌 2018 35(2);48-52

橈骨遠位端遠位設置型プレートと橈骨遠
位部との適合性評価

神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之 日本手外科学会雑誌 2018 35(3);302-305

上腕三頭筋腱皮下断裂に肘内側側副靭
帯損傷を合併した1例

鈴木歩実 神田俊浩，大井宏之 日本肘関節学会雑誌 2018.8 23(2)；25-27

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

右中指MP関節に生じた結晶沈着症の1例 向田雅司 大井宏之、神田俊宏、鈴木歩実
第64回　静岡手外科・マイクロ
サージャリー研究会

2018.1.13 浜松

掌側buttress plateで治療したBennett脱
臼骨折の3例

神田俊浩 第231回新潟整形外科研究会 2018.1 新潟市

伸筋腱損傷後のセラピィ 原田　康江
第39回静岡ハンドセラピィ懇話
会

2018.1.13 静岡

肘関節伸展拘縮に外側支柱ヒンジ付き屈
曲矯正用装具を使用した1例

祖慶千春 原田康江、米田香苗、鈴木歩実
第64回　静岡手外科・マイクロ
サージャリー研究会

2018.1.13 浜松

手の腱鞘炎 大井宏之
第6回Hand Masters Course in 
Hamamatsu

2018.3.16 浜松市

指尖部損傷の治療 向田雅司
第7回Hand Master's Course in 
Hamamatsu

2018.3.16 浜松市

Locking Plateを用いた指節骨および中手
骨骨折の治療

神田俊浩
第7回Hand Masters Course in 
Hamamatsu

2018.3 浜松市

Dupuytren拘縮に対するtherapy 原田　康江
第7回Hand Masters Course in 
Hamamatsu

2018.3.16 浜松市

手の腱鞘炎 大井宏之
第130回中部日本整形外科災
害外科学会・学術集会

2018.4.20 松山市

陳旧性屈筋伳損傷に対する滑膜内屈筋
伳移植術

加藤博行 内山茂晴、大井宏之
第61回日本手外科学会学術集
会

2018.4.26 東京都

「舟状骨偽関節 　治療の最前線」舟状骨
偽関節に対する顕微鏡下骨移植内固定
法

大井宏之 神田俊浩、向田雅司、鈴木歩実
第61回日本手外科学会学術集
会

2018.4.27 東京都

de Quervain病の各誘発テストの腱滑走か
らテストの意義を考える

大井宏之 神田俊浩、向田雅司、鈴木歩実
第61回日本手外科学会学術集
会

2018.4.27 東京都

ナックルスプリントを用いた基節骨骨折の
保存的治療成績

星野貴正 奥村修也、大井宏之、隅田潤
第61回日本手外科学会学術集
会

2018.4.27 東京都

PIP関節のvolar chip fractureの治療成績 向田雅司 大井宏之、神田俊宏、鈴木歩実
第61回　日本手外科学会学術
集会

2018.4.26 東京

橈骨遠位端遠位設置型プレートと骨との
適合性評価

神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之 第61回日本手外科学会 2018.4 新宿

複数指切断再接着術の治療成績 神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之 第61回日本手外科学会 2018.4 新宿

手指静脈血栓の検討 鈴木歩実 神田俊浩，向田雅司
第61回日本手外科学会学術総
会

2018.4 東京都，新宿区

肘以遠に発生した神経鞘腫の検討 鈴木歩実 神田俊浩，井上善也　ほか
第45回日本マイクロサージャ
リー学会学術総会

2018.4 東京都，新宿区

橈骨頭・頚部骨折における骨折型と合併
損傷の関連

吉水　隆貴 鈴木歩実、神田俊宏
第61回　日本手外科学会学術
集会

2018.4.26 東京

Intrasynovial tendon grafting for finger 
flexor tendon reconstruction

H. Ohi
第23回Federation of European 
Societies for Surgery of the 
Hand

2018.6.15 コペンハーゲン

手指骨折の治療戦略－診断からリハビリ
テーションまでー

大井宏之
第5回北海道手外科ﾊﾝﾄﾞｾﾗﾋﾟ
研究会

2018.6.30 札幌市

関節リウマチのリハビリについて 原田　康江 RA co-medical meeting 2018.6.9 浜松

下行膝動脈穿通枝皮弁（DGAP flap） 小野真平 大井宏之、小川令
関東形成外科学会 第291回東
京地方会

2018.7.7 東京都

左母指デグロービング切断の1例 向田雅司 大井宏之、神田俊宏、鈴木歩実
第65回　静岡手外科・マイクロ
サージャリー研究会

2018.7.28 浜松

指節骨骨折および中手骨骨折に対する
VA Locking Hand Systemの使用経験

神田俊浩 鈴木歩実、大井宏之 第44回日本骨折治療学会 2018.7 岡山市

手指骨折に対する治療戦略 神田俊浩
第1回OTM(Orthopaedic 
Trauma Maganement) Hand 
and Wrist

2018.7 名古屋市

＜一般講演・その他の講演＞



左小指PIP関節重度屈曲拘縮が生じた症
例

兒玉　優花 原田康江 静岡県西部地区発表 2018.7.24 浜松

左小指PIP関節重度屈曲拘縮が生じた症
例

兒玉　優花 原田康江
第40回静岡ハンドセラピィ懇話
会

2018.7.28 浜松

リウマチのリハビリ 原田　康江 聖隷浜松病院　市民公開講座 2018.9.15 浜松

小児上腕骨近位端骨折の治療 鈴木歩実 神田俊浩，吉水隆貴　ほか
第61回日本手外科学会学術総
会

2018.10 大阪府，大阪市

当院での関節リウマチに対するリハビリ 原田　康江 多職種連携を考える会 2018.11.10 浜松

装具療法が著効した医原性左小指PIP関
節屈曲拘縮の1例

兒玉　優花 原田康江　鈴木歩美Dr.
第1回聖隷リハビリテーション学
会

2018.11.4 浜松

指尖部・指体部 の再建において橈骨動脈
浅掌枝皮弁（SPBRA flap）は有用な治療
選択肢の1つである

小野真平 大井宏之、小川令
第45回日本マイクロサージャ
リー学会学術集会

2018.12.6、7 大阪市

切断指再接着術における静脈移植による
再建動脈の開存率

神田俊浩 鈴木歩実、向田雅司、大井宏之
第45回日本マイクロサージャ
リー学会

2018.12 大阪市

両手プレス損傷の1例 神田俊浩
第7回重度四肢外傷
microsurgery meeting

2018.12 大阪市

肘以遠に発生した神経鞘腫の検討 鈴木歩実 神田俊浩，向田雅司　ほか
第61回日本手外科学会学術総
会

2018.12 大阪府，大阪市

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

臨床検査科

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Lethal Visceral Calcinosis in Fulminant 
Hypercalcemic Crisis.

Yoshihara S
Kobayashi H, Otsuki Y, 
Tamashima S

Intern Med 2018 57(2);281-282

Mesenteric inflammatory veno-occlusive 
disease occurring during the course of 
ulcerative colitis: a case report.

Yamada Y
Sugimoto K, Yoshizawa Y, Arai Y, 
Otsuki Y, Arai T, Kobayashi Y, 
Sato Y, Hosoda Y

BMC Gastroenterol 2018 18(1);9

Loss of beclin 1 expression in ovarian 
cancer: A potential biomarker for 
predicting unfavorable outcomes.

Minamoto T

Nakayama K, Nakamura K, 
Katagiri H, Sultana R, Ishibashi T, 
Ishikawa M, Yamashita H, Sanuki 
K, Iida K, Nakayama S, Otsuki Y, 
Ishikawa N, Kyo S

Oncol Lett 2018 15(1);1170-1176

18F-FDG PET/CT Findings of 
Mesenchymal Chondrosarcoma of the 
Orbit.

Tsuchiya M Masui T, Otsuki Y, Sakahara H Clin Nucl Med 2018 43(2);e43-e45

Anti-PL-7 Antisynthetase Syndrome with 
Eosinophilic Pleural Effusion.

Saito G

Kono M, Tsutsumi A, Koyanagi Y, 
Miyashita K, Kobayashi T, Hozumi 
H, Miki Y, Arai Y, Otsuki Y, 
Hashimoto D, Fujisawa T, 
Nakamura T, Suda T, Nakamura H

Intern Med 2018 57(15);2227-2232

Mesenchymal chondrosarcoma of the 
orbit: imaging features of CT and MRI.

Tsuchiya M Masui T, Otsuki Y, Sakahara H Br J Radiol 2018 91(1090);20170579

Prone position surgery for a subcarinal 
bronchogenic cyst.

Nakamura T Fujikawa R, Otsuki Y, Funai K Surg Case Rep 2018 4(1);151

Solitary pulmonary metastasis from a 
gingival cancer of 36 years ago: A case 
report.

Kamigaichi A
Shimizu K, Miki Y, Hakamada K, 
Otsuki Y, Nakamura T

Int J Surg Case Rep 2018 53;436-440

Mucosa-associated lymphoid tissue 
lymphoma with metachronous 
involvement of the palpebral conjunctiva 
and bronchus: A case report.

Shimomura I
Miki Y, Suzuki E, Katsumata M, 
Hashimoto D, Arai Y, Otsuki Y, 
Nakamura H

Respir Med Case Rep 2018 26;101-104

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

突然死した男子小学生の1剖検例 水上和夫 大月寛郎、新井義文、小林寛
第268回 静岡県病理医会
（SPS）

2018.4 静岡

乳頭分泌液にみられた伝染性軟属腫の1
例

宇野 圭祐
山田真人、加藤好洋、鈴木愛梨、
新井義文、大月寛郎、小林寛

第59回 日本臨床細胞学会（春
期大会）

2018.6 札幌

食道腫瘍の1例 水上和夫 新井義文、大月寛郎、小林寛
第269回 静岡県病理医会
（SPS）

2018.6 静岡

Familial interstitial pneumonia with COPA 
mutation: 3 cases in a family.

Mizukami K Otsuki Y, Arai Y, Kobayashi H 第107回 日本病理学会総会 2018.6 札幌

Three cases in a family of hereditary 
interstitial lung disease with COPA gene 
mutation.

Otsuki Y Arai Y, Mizukami K, Kobayashi H
30th European Congress of 
Pathology

2018.9 Bilbao, Spain

鼻腔腫瘍 水上和夫 新井義文、大月寛郎、小林寛
第 82 回日本病理学会中部支
部交見会

2018.12 名古屋

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 新井義文
第39回 静岡県臨床細胞学会
春期学術集会

2018.5 静岡

座長 新井義文
第82回 日本病理学会中部支
部交見会

2018.12 名古屋

＜一般講演・その他の講演＞

病理診断科



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

重症患者のアセスメントの考え方 土手尚 月刊薬事 2018 60(15):21-29. じほう

 妊婦における薬剤使用の特殊性 峯田安恵 渥美生弘 ICUとCCU 2018 42(6);357-366 医学図書出版

【小児救急の基本「子どもは苦手」を克服
しよう!熱が下がらない、頭をぶつけた、泣
き止まない、保護者への説明どうする?な
ど、あらゆる「困った」の答えがみつかる!】 
(第2章)緊急度の評価　A(気道)の評価と
管理(解説/特集)

大杉浩一 レジデントノート 2018 19(17):2990-2998 羊土社

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

Development of a new clinical decision 
rule for cervical CT to detect cervical 
spine injury in patients with head or neck 
trauma

Inagaki T
Kimura A, Makishi G, Tanaka S, 
Tanaka N

Emerg Med J 2018 35(10):614-618.

Effect of Administration of Ramelteon, a 
Melatonin Receptor Agonist, on the 
Duration of Stay in the ICU: A Single-
Center Randomized Placebo-Controlled 
Trial

Nishikimi M
Numaguchi A, Takahashi K, 
Miyagawa Y, Matsui K, Higashi M, 
Makishi G, Matsui S, Matsuda N

Crit Care Med 2018 46(7):1099-1105.

The profile of Japanese Association for 
Acute Medicine - out-of-hospital cardiac 
arrest registry in 2014-2015

Tetsuhisa 
Kitamura

Taku Iwami, Takahiro Atsumi, 
Tomoyuki Endo, Tomoo Kanna, 
Yasuhiro Kuroda,　Atsushi 
Sakurai,　Osamu Tasaki, Yoshio 
Tahara, Ryosuke Tsuruta, Jun 
Tomio, Kazuyuki Nakata, Sho 
Nachi, Mamoru Hase, Mineji 

Acute Medicine & Surgery 2018 5: 249–258

ビタミン補充の必要性を示唆した痙攣発作
を伴うテオフィリン中毒の1例

土手尚 峯田健司、渥美生弘、田中茂 日本臨床救急医学会雑誌 2018 21:519-522.

シスプラチンによる癌化学療法中に重症
低Na血症を呈した１例

土手尚
石田恵章、植田秀樹、髙山晋、峯
田健司、大杉浩一、渥美生弘、田
中茂

日本集中治療医学会雑誌 2018 25:213-214.

集中治療室・救命救急病棟臨床工学技士
24時間体制導入への取り組み

三浦 啓道

北本 憲永、神谷 典男、増井 浩
史、広瀬 徳勝、久保田 沙也香、
古山 大志、藤井 洵希、九島 裕
樹、秋元 聡子、清水 圭太、草場 
嘉美、大杉 浩一、渥美 生弘、田

聖隷浜松病院医学雑誌 2018 18(1);28-31.

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

ICU研修中の初期研修医は感染、炎症の
アセスメント時に炎症反応マーカーに言及
すべきか？

土手尚
本間陽一郎、斎藤隆介、渥美生
弘、田中茂

日本集中治療医学会学術集会 2018.2 幕張

これからの終末期医療 当院のICU入室患
者におけるDNAR指示の現状

齋藤秀輝
渥美 生弘、土手 尚、岡 俊明、田
中 茂

日本集中治療医学会学術集会 2018.2 幕張

患者の意思に寄り添い治療を行うために 渥美生弘 横田裕行 第54回日本移植学会総会 2018.10 東京

臓器提供を増やすためのシステムの構築　
都道府県臓器移植コーディネータの在り
方を考える

小川直子
吉川 美喜子、尾迫 貴章、渥美 生
弘、湯沢 賢治、江川 裕人、横田 
裕行

第54回日本移植学会総会 2018.10 東京

臓器提供への集中治療医のかかわり 渥美生弘
林 恵美子、土手 尚、眞喜志 剛、
大杉 浩一、田中 茂、浅香 葉子、
瀬尾 龍太郎、有吉 孝一

日本集中治療医学会学術集会 2018.2 幕張

PAMにより偽性高Cl血症と甲状腺機能の
変化を呈した有機リン中毒

齋藤隆介 土手尚、渥美生弘、田中茂
日本集中治療医学会　第2回
東海北陸支部学術集会

2018.6 金沢

救急診療・終末期診療へのメディカルソー
シャルワーカーの関与

渥美生弘

高山 晋、増田 喜昭、酒井 謙、鈴
木 美由紀、林 恵美子、加藤 智
子、井上 景介、内田 美加、田中 
茂

第21回 日本臨床救急医学会
総会・学術集会

2018.6 名古屋

胸部外傷契機に発症した呼吸不全に対し
て腹臥位療法を施行した自閉症スペクトラ
ム障害児の1症例

植田秀樹 大杉浩一、渥美生弘、田中茂 日本呼吸療法医学会学術集会 2018.8 東京

静岡県臓器提供支援体制構築の取り組
み

石川牧子 渥美 生弘、後藤 幹生、指出 昌秀 第54回日本移植学会総会 2018.10 東京

本邦の臓器提供体制整備に必要なこと　
アメリカ、スペインモデルとの比較から考
察する

吉川美喜子
小川 直子、尾迫 貴章、渥美 生
弘、江川 裕人、横田 裕行

第54回日本移植学会総会 2018.10 東京

臓器提供増加へのシステマティックな対応　
スペインにおける院内・地域連携体制の
視点から

尾迫貴章
小川 直子、吉川 美喜子、渥美 生
弘、江川 裕人、横田 裕行

第54回日本移植学会総会 2018.10 東京

Sepisis-3時代にERで遭遇するsepsis 
mimicker

土手尚 斎藤隆介、渥美生弘、田中茂
第46回日本救急医学会総会学
術集会

2018.11 横浜

疑うものは救われる！粘液水腫性昏睡の
早期診断

小林駿介 土手尚、渥美生弘、田中茂
第46回日本救急医学会総会学
術集会

2018.11 横浜

死を意識した時に臓器提供についても考
える

渥美生弘
尾迫 貴章、吉川 美喜子、小川 直
子、横田 裕行

第46回日本救急医学会総会学
術集会

2018.11 横浜

我が国の終末期医療と臓器提供システム
に関する検討

吉川喜美子
渥美 生弘、尾迫 貴章、小川 直
子、横田 裕行

第46回日本救急医学会総会学
術集会

2018.11 横浜

経皮経肝ドレナージを実施せず、内視鏡
的経鼻胆道ドレナージのみで改善を得た
肝損傷後Bilomaの1例

伊藤静
齋藤 隆介、山本 博崇、渥美 生
弘、田中 茂

第46回日本救急医学会総会学
術集会

2018.11 横浜

病棟スタッフの生体情報モニタアラームへ
の対応に関するパイロット研究

増井浩史
北本 憲永、池田 千夏、花木 ひと
み、渥美 生弘、中村 秀範

第13回医療の質・安全学会学
術集会

2018.11 名古屋

脊髄係留解除術後に直腸穿孔を来した高
度側彎および腰椎前彎症の1例

菊池高史 大杉 浩一、近藤 聡子、鳥羽 好恵 第24回日本小児麻酔科学会 2018.10 神戸

救急科

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

インストラクター 渥美生弘 JATEC浜松コース 2018.1 浜松

講演 渥美生弘
大垣市民病院　臓器提供に関
する講演会

2018.1 大垣

講演 渥美生弘 はままつ健康フォーラム 2018.1 浜松

インストラクター 渥美生弘 J-MELS浜松コース 2018.2 浜松

座長 渥美生弘 第51回日本臨床腎移植学会 2018.2 神戸

座長 渥美生弘 日本集中治療医学会学術集会 2018.2 幕張

インストラクター 渥美生弘 第13回静岡MCLS標準コース 2018.3 浜松

講演 渥美生弘 富山石川合同セミナー 2018.6 富山

講演 渥美生弘 長崎県移植情報担当者協議会 2018.6 長崎

講演 渥美生弘
平成30年度第1回勉強会～オ
プション提示（情報提供）につい
て～

2018.7 名古屋

インストラクター 渥美生弘 JATEC浜松コース 2018.9 浜松

講師 渥美生弘
集中治療学会　臓器提供ハン
ズオン

2018.10 神奈川

インストラクター 渥美生弘 FCCS浜松コース 2018.10 浜松

講師 渥美生弘 JATCO総合研修会 2018.11 東京

座長 渥美生弘 江川裕人
第45回日本臓器保存生物医学
会

2018.11 名古屋

講師 渥美生弘
救急医療における脳死患者対
応セミナー

2018.11 神奈川

講師 渥美生弘
日本蘇生学会 第37回大会 脳
死判定セミナー

2018.11 天童

講師 渥美生弘
第46回日本救急医学会総会・
学術集会　脳死判定セミナー

2018.11 東京

座長 渥美生弘
第46回日本救急医学会総会・
学術集会

2018.11 東京

座長 眞喜志剛
第46回日本救急医学会総会・
学術集会

2018.11 東京

メディメッセージ2018 土手尚 石瀬裕子、大田一青、小林利彦
特別公開授業 研修医×指導
医 ドクタートークセッション

2018.11 浜松

座長 渥美生弘
第21回日本救急医学会中部地
方会

2018.12 津

講演 渥美生弘 長崎県移植医療推進協議会 2018.12 長崎



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

未破裂脳動脈瘤フォローアップ外来にお
けるDICOMビュアーの工夫

田中篤太郎
稲永親憲、中戸川裕一、内田大
貴、黒田直生人

脳卒中の外科 2018 46:393-397

 In Reply to “Streptococcus mutans with 
Collagen-Binding Protein: From Oral 
Cavity to Brain”

Tokutaro 
Tanaka

Ryota Nomura, Kazuya Hokamura, 
Toshimitsu Hamasaki, Chikanori 
Inenaga, Kazuo Umemura, 
Kazuhiko Nakano

WORLD NEUROSURGERY 2018 115: 487

34) A Potential New Risk Factor for 
Stroke: Streptococcus Mutans With 
Collagen-Binding Protein

Chikanori 
Inenaga

Kazuya Hokamura, Kazuhiko 
Nakano, Ryota Nomura, Shuhei 
Naka, Toshihiko Ohashi,Takashi 
Ooshima, Nagato Kuriyama, 
Toshimitsu Hamasaki, Koichiro 

WORLD NEUROSURGERY 2018
https://doi.org/10.1016/j.wneu
.2018.01.158

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

プロテインS欠乏症による小児脳梗塞の1
例

中嶋広太
中戸川裕一、金井創太郎、天野
裕貴、川路博史、市川尚己、稲永
親憲、榎木日出夫、田中篤太郎

第77回日本脳神経外科学会学
術総会

2018.10 仙台

聖隷浜松病院における血栓回収療法に対
する取り組み

黒田直生人
平松久弥、大石知也、神谷美佳、
天野裕貴、中戸川裕一、稲永親
憲、田中篤太郎

第16回県西部脳卒中外科 2018.7 浜松

圧可変式シャントデバイスのMRAにおける
アーチファクト　－1.5Tと3.0Tにおけるアー
チファクトの比較－

黒田直生人

天野裕貴、内田大貴、中戸川裕
一、稲永親憲、増井孝之、安藤直
人、中山禎司、佐藤晴彦、田中篤
太郎

第47回日本脳卒中の外科学会 2018.3 福岡

高齢者のクモ膜下出血における積極的な
治療介入のための医療費削減の工夫

中戸川裕一
黒田直生人、稲永親憲、田中篤
太郎

第47回日本脳卒中の外科学会 2018.3 福岡

Shizuoka Saliva Streptococcus mutans 
Stroke Study for subarachnoid 
hemorrhage (5S for SAH)の進行と現状

田中篤太郎
第21回浜松医科大学脳神経外
科同門会研究会

2018.3 浜松

プロテインS欠乏症による小児脳梗塞の1
例

中嶋　広太
中戸川裕一、金井創太郎、天野
裕貴、川路博史、市川尚己、稲永
親憲、榎日出夫、田中篤太郎

第94回脳神経外科学会中部支
部会学術集会

2018.4.21 福井

ω-3脂肪酸の多面的な作用とくも膜下出
血後の脳血管攣縮と予後因子の検討

中戸川裕一
天野裕貴、黒田直生人、稲永親
憲、田中篤太郎

Stroke 2018
第34回スパズムシンポジウム

2018.3 博多

神経内視鏡手術における術中CTの有用
性

中戸川裕一
天野裕貴、川路博史、市川直己、
林正孝、山添知宏、藤本礼尚、稲
永親憲、山本貴道、田中篤太郎

第25回日本神経内視鏡学会 2018.10 新潟

救命できなかった小児小脳出血の1例 中戸川裕一

川路博史、田中篤太郎、天野裕
貴、内田大貴、市川直己、林正
孝、山添知宏、藤本礼尚、稲永親
憲、山本貴道

第36回日本こども病院神経外
科医会

2018.11 博多

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

小児脳神経外科の現状と課題 中戸川裕一
開放型病院運営管理会議・共
同診療会議

2018.3 浜松

脳神経外科領域とグルセルナ 中戸川裕一 グルセルナ社内講演会 2018.9 東京

＜一般講演・その他の講演＞

脳卒中センター



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

高齢者のてんかんと外科治療 山本貴道
老年脳神経外科診療マニュア
ル

2018 192-201
メジカルレ
ビュー社

透析患者に対する抗てんかん薬の使い方
について教えて下さい

佐藤慶史郎 加藤明彦
いまさら訊けない！
透析患者
薬剤の考え方、使い方

2018.1 302-305 中外医学社

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

難治性てんかんに対する発作感知型デバ
イスによる新たな治療選択肢 – AspireSR 
& RNS System

山本貴道
稲次基希、前原健寿、川合謙介、
Werner K. Doyle

脳神経外科 2018 46(3): 247-262

難治性てんかんに対する植込み型デバイ
スによる刺激療法の進歩

山本貴道 Pharma Medica 2018 36(8): 59-63

Establishment of a Regional 
Interdisciplinary Medical System for 
Managing Patients with Tuberous 
Sclerosis Complex (TSC)

Fujimoto, A

Tohru Okanishi, Shin Imai, 
Masaaki Ogai, Akiko Fukunaga, 
Hidenori Nakamura, Keishiro Sato, 
Akira Obana, Takayuki Masui, 
Yoshifumi Arai, Hideo Enoki

Scientific reports 2018  Nov 13;8(1):16747.

Short duration of focal onset awareness 
and impaired awareness seizure are 
characteristic features of epilepsy in 
elderly patients

Fujimoto, A

Tohru Okanishi,Yosuke 
Masuda,Keishiro sato,Mitsuyo 
Nishimura, Shimpei Baba, Shinji 
Itamura, Yoichiro homma, Hideo 
Enoki

Neuropsychiatric Disease and 
Treatment

2018 Oct 30;14:2879-2887.

Double match of 18F-
fluorodeoxyglucose-PET and iomazenil-
SPECT improves outcomes of focus 
resection surgery

Fujimoto, A

Tohru Okanishi, Sotaro Kanai, 
Keishiro Sato, Shinji Itamura, 
Shimpei Baba, Mitsuyo Nishimura, 
Takayuki Masui, Hideo Enoki

Acta Neurochirurgica 2018 Sep;160(9):1875-1882

Epilepsy surgery for a patient with 
neurofibromatosis type 1 concomitant 
with moyamoyasyndrome.

Kuroda, N
Fujimoto A, Okanishi T, Sato K, 
Nishimura M, Enoki H.

Journal of clinical 
neuroscience

2018
 2018 Oct 28. pii: S0967-
5868(18)31459-0. 

A case of posterior quadrant 
disconnection for post-subdural 
empyema epilepsy -focal cortical 
dysplasia might be the underlying cause 
of refractory epilepsy-

Sakakura, Y
AyatakaFujimotoTohruOkanishiYo
sukeMasudaMitsuyoNishimuraHid
eoEnoki

 Interdisciplinary Neurosurgery 2018
Volume 14, December 2018, 
Pages 50-52

New onset syncopal events following 
vagus nerve stimulator implantation might 
be key to preventing vagus nerve 
stimulation-induced symptomatic 
bradycardia - A case report and review.

Kato, H
Fujimoto A, Okanishi T, Sugiura 
R, Ijima K, Enoki H.

Epilepsy and Behavior Case 
Reports

2018 Apr 25;10:57-60.

Vagus nerve stimulation therapy improves 
quality of life in patients with intractable 
postencephalitic epilepsy, a study of five 
patients

Fujimoto, A
Okanishi T, Nishimura M, Kanai S, 
Sato K, Enoki H

Neurology Asia 2018 23(1) : 1 – 5

Seizure frequency can be reduced by 
changing intracranial pressure: a case 
report of intractable epilepsy

Uchida, D
Fujimoto A, Yamazoe T, 
Yamamoto T, Enoki H.

Epilepsy and Behavior Case 
Reports

2018 Jan 10;10:14-17.

Ictal asystole induced by right posterior 
quadrant epilepsy - report of a radically 
treated case -

Naoki Ichikawa

Ayataka Fujimoto, Tohru 
Okanishi, Keishiro Sato, Shimpei 
Baba, Shinji Itamura, Mitsuyo 
Nishimura, Hideo Enoki

World Neurosurgery 2018 120;337-342

Effectiveness of Total Corpus 
Callosotomy for Diffuse Bilateral 
Polymicrogyria: Report of Three Pediatric 
Cases

Baba S
Okanishi T, Nishimura M, Kanai S, 
Itamura S, Suzuki T, Masuda Y, 
Enoki H, Fujimoto A

Brain & Development 2018 40;719-23

Three phase-ictal scalp EEG patterns in 
patients with seizures arising from the 
cortex facing the interhemispheric fissure
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Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

海馬多切術の手術手技と課題 山本貴道
山添知宏、新見惠子、藤本礼尚、
岡西 徹、西村光代、榎 日出夫、
田中篤太郎、難波宏樹

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

迷走神経刺激装置植込み術・ジェネレー
タ入替え及びシステムの抜去

山本貴道

山添知宏、藤本礼尚、内田大貴、
黒田直生人、佐藤慶史郎、岡西 
徹、馬場信平、板村真司、西村光
代、田中篤太郎、飯島健太郎、増
田洋亮、榎 日出夫、難波宏樹

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

高齢発症てんかん-ランチョンセミナー 藤本礼尚 第43回日本脳卒中学会 2018.3 福岡

 講座｢てんかんの基礎 症状と対応｣ 藤本礼尚
公益社団法人日本てんかん協
会 東京都支部 講演会

2018.4 東京

脳腫瘍に伴うてんかんの治療 -抗てんか
ん薬の選択から外科治療まで

山本貴道
第13回脳腫瘍の基礎シンポジ
ウム

2018.5 東京

てんかんの勉強を一時間でまとめてみよ
う

藤本礼尚
第12回東北てんかんフォーラ
ム　講師

2018.8 秋田

抗てんかん薬選択のトレンドとてんかん外
科の歴史・現状そして近未来

山本貴道
第76回日本脳神経外科学会近
畿支部学術集会

2018.9 大阪

高齢者てんかんに関して 藤本礼尚 浜名医師会学術講演 2018.9 浜松

Vagus nerve stimulationプログラミングの
コツ -効果は最大限に副作用は最小限に

山本貴道
第48回日本臨床神経生理学会
ハンズオンセミナー

2018.11 東京

JCI認証を経て進化したガバナンスの実際
と指標設定後の改善活動がもたらす経済
効果

山本貴道 i-HASAセミナー 2018.11 東京

QOLを意識したてんかん治療 藤本礼尚
第48回臨床神経生理学会-ラ
ンチョン-

2018.12 東京

小児の頭蓋内電極　留置部位の決め方　
臨床検査技師の立場から

西村光代 岡西徹、藤本礼尚
第48回日本臨床神経生理学会
学術集会

2018.11 東京

てんかん科

＜指定講演・シンポジウム等＞



脳梁離断術の意義とその手術手技 山本貴道

山添知宏、藤本礼尚、内田大貴、
黒田直生人、佐藤慶史郎、岡西 
徹、馬場信平、板村真司、飯島健
太郎、増田洋亮、西村光代、田中
篤太郎、榎 日出夫、難波宏樹

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

New York UniversityにおけるResponsive 
Neurostimulation

稲次基希
前原健寿、山本貴道、川合謙介、
Werner Doyle

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

Accurate Depth Electrode Placement by 
Neuronavigation-guided frameless 
stereoelectroencephalography (SEEG) 
lead to better subsequent surgery 
outcome

Fujimoto A
Okanishi　T, Kanai S, Sato K, 
Nishimura M, Uchiyama S, Ono Y, 
Suzuki K, Enoki H

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

脳梁離断により発作軽減に至った難治て
んかんを伴う両側びまん性多小脳回症の
3小児例

馬場信平
岡西徹、西村光代、金井創太郎、
板村真司、増田洋亮、榎日出夫、
藤本礼尚

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018.5 千葉

Long-term weekly ACTH療法によるWest
症候群再発の予防：6症例の検討

馬場信平
岡西徹、西村光代、金井創太郎、
板村真司、増田洋亮、藤本礼尚、
榎日出夫

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018.5 千葉

The Wada test predict �post-operative 
motor deficit after hemispherotomy

Fujimoto A
Okanisi T, Baba S, Itamura S, 
Kanai S, Enoki H.

第60回小児神経学会 2018.6 幕張

The Wada test predict �post-operative 
motor deficit after hemispherotomy

Fujimoto A
Okanisi T, Baba S, Itamura S, 
Kanai S, Enoki H.

第46回小児神経外科学会 2018.6 東京

Long-term weekly ACTH療法によるWest
症候群再発の予防：6症例の検討

馬場信平
岡西徹、西村光代、板村真司、藤
本礼尚、榎日出夫

第11回日本てんかん学会東海
北陸地方会

2018.7 津

Double match of 18F-
fluorodeoxyglucose-PET and iomazenil-
SPECT improves outcomes of focus 
resection surgery

Fujimoto A

N.Ichikawa Y.Amano N.Kuroda 
M.Hayashi T.Yamamoto 
Y.Nakatogawa C.Inenaga 
T.Tanaka

第78回日本脳神経外科学会 2018.10 仙台

Short duration of focal onset awareness 
and impaired awareness seizure are 
characteristic features of epilepsy in 
elderly patients

Fujimoto A

Tohru Okanishi,Yosuke 
Masuda,Keishiro sato,Mitsuyo 
Nishimura, Shimpei Baba, Shinji 
Itamura, Yoichiro homma, Hideo 
Enoki

第52回日本てんかん学会 2018.10 横浜

囲碁で誘発されるてんかん 佐藤慶史郎
藤本礼尚，西村光代，新美惠子，
市川尚己

第５２回　日本てんかん学会学
術集会

2018.10 横浜

難治後頭葉てんかん患者に認められた発
作時心静止に対する我々の治療戦略

市川尚己
藤本礼尚　板村真司　馬場信平　
佐藤慶史郎　西村光代　岡西徹　
榎日出夫

2018年　日本てんかん学会 2018.10 横浜

Effectiveness of long-term weekly ACTH 
therapy against relapsed or intractable 
West syndrome: Report of 6 cases

Baba S
Okanishi T, Nishimura M, Itamura 
S, Fujimoto A, Enoki H

第52回てんかん学会学術集会 2018.10 横浜

前頭葉半球間裂を発作起始部に含むてん
かん発作は同側眼球偏位を惹起する

西村光代

岡西徹、金井創太郎 、増田洋
亮、山田紗暉、佐藤慶史郎、板村
真司、馬場信平、藤本礼尚、榎日
出夫

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

聖隷浜松病院における長時間ビデオ脳波
モニタリングの運用と脳波技師の役割

西村光代

西村光代、岡西徹、山田紗暉、金
井創太郎 、板村真司、馬場信
平、増田洋亮、藤本礼尚、榎日出
夫

第5回全国てんかんセンター協
議会総会（新潟大会2018）

2018.2 新潟

はじめませんか食事療法 鈴村　里佳
第9回名古屋/浜松てんかん合
同カンファランス

2018.11 愛知

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

高齢者てんかんの実際 佐藤慶史郎 UCB社内研修会 2018.11 浜松

日常診療でみる高齢者てんかん 佐藤慶史郎 DEフォーラム 2018.11 浜松

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

高齢者のてんかんと外科治療 山本貴道
老年脳神経外科診療マニュア
ル

2018 192-201
メジカルレ
ビュー社

透析患者に対する抗てんかん薬の使い方
について教えて下さい

佐藤慶史郎 加藤明彦
いまさら訊けない！
透析患者
薬剤の考え方、使い方

2018.01 302-305 中外医学社

榎日出夫（分担）
日本臨床神経
生理学会, 編

日本臨床神経生理学会専門医・
専門技術師試験問題解説120.

2018 診断と治療社

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

難治性てんかんに対する発作感知型デバ
イスによる新たな治療選択肢 – AspireSR 
& RNS System

山本貴道
稲次基希、前原健寿、川合謙介、
Werner K. Doyle

脳神経外科 2018 46(3): 247-262

難治性てんかんに対する植込み型デバイ
スによる刺激療法の進歩

山本貴道 Pharma Medica 2018 36(8): 59-63

Establishment of a Regional 
Interdisciplinary Medical System for 
Managing Patients with Tuberous 
Sclerosis Complex (TSC)

Fujimoto, A

Tohru Okanishi, Shin Imai, 
Masaaki Ogai, Akiko Fukunaga, 
Hidenori Nakamura, Keishiro Sato, 
Akira Obana, Takayuki Masui, 
Yoshifumi Arai, Hideo Enoki

Scientific reports 2018  Nov 13;8(1):16747.

Short duration of focal onset awareness 
and impaired awareness seizure are 
characteristic features of epilepsy in 
elderly patients

Fujimoto, A

Tohru Okanishi,Yosuke 
Masuda,Keishiro sato,Mitsuyo 
Nishimura, Shimpei Baba, Shinji 
Itamura, Yoichiro homma, Hideo 
Enoki

Neuropsychiatric Disease and 
Treatment

2018 Oct 30;14:2879-2887.

Double match of 18F-
fluorodeoxyglucose-PET and iomazenil-
SPECT improves outcomes of focus 
resection surgery

Fujimoto, A

Tohru Okanishi, Sotaro Kanai, 
Keishiro Sato, Shinji Itamura, 
Shimpei Baba, Mitsuyo Nishimura, 
Takayuki Masui, Hideo Enoki

Acta Neurochirurgica 2018 Sep;160(9):1875-1882

Epilepsy surgery for a patient with 
neurofibromatosis type 1 concomitant 
with moyamoyasyndrome.

Kuroda, N
Fujimoto A, Okanishi T, Sato K, 
Nishimura M, Enoki H.

Journal of clinical 
neuroscience

2018
 2018 Oct 28. pii: S0967-
5868(18)31459-0. 

A case of posterior quadrant 
disconnection for post-subdural 
empyema epilepsy -focal cortical 
dysplasia might be the underlying cause 
of refractory epilepsy-

Sakakura, Y
AyatakaFujimotoTohruOkanishiYo
sukeMasudaMitsuyoNishimuraHid
eoEnoki

 Interdisciplinary Neurosurgery 2018
Volume 14, December 2018, 
Pages 50-52

New onset syncopal events following 
vagus nerve stimulator implantation might 
be key to preventing vagus nerve 
stimulation-induced symptomatic 
bradycardia - A case report and review.

Kato, H
Fujimoto A, Okanishi T, Sugiura 
R, Ijima K, Enoki H.

Epilepsy and Behavior Case 
Reports

2018 Apr 25;10:57-60.

Vagus nerve stimulation therapy improves 
quality of life in patients with intractable 
postencephalitic epilepsy, a study of five 
patients

Fujimoto, A
Okanishi T, Nishimura M, Kanai S, 
Sato K, Enoki H

Neurology Asia 2018 23(1) : 1 – 5

Seizure frequency can be reduced by 
changing intracranial pressure: a case 
report of intractable epilepsy

Uchida, D
Fujimoto A, Yamazoe T, 
Yamamoto T, Enoki H.

Epilepsy and Behavior Case 
Reports

2018 Jan 10;10:14-17.

Ictal asystole induced by right posterior 
quadrant epilepsy - report of a radically 
treated case -

Naoki Ichikawa

Ayataka Fujimoto, Tohru 
Okanishi, Keishiro Sato, Shimpei 
Baba, Shinji Itamura, Mitsuyo 
Nishimura, Hideo Enoki

World Neurosurgery 2018 120;337-342

Effectiveness of Total Corpus 
Callosotomy for Diffuse Bilateral 
Polymicrogyria: Report of Three Pediatric 
Cases

Baba S
Okanishi T, Nishimura M, Kanai S, 
Itamura S, Suzuki T, Masuda Y, 
Enoki H, Fujimoto A

Brain & Development 2018 40;719-23

Three phase-ictal scalp EEG patterns in 
patients with seizures arising from the 
cortex facing the interhemispheric fissure

Mitsuyo 
Nishimura

Tohru Okanishi, Ayataka 
Fujimoto, Sotaro Kanai, Yuki 
Sasaki, Yoichiro Homma, Hiroshi 
Otsubo, Hideo Enoki

Epilepsy Research 2018 143;105-112

小児慢性頭痛に対する漢方治療 榎日出夫 日本頭痛学会誌 2018 45(1); 39-41

抗けいれん薬の選択と手順 榎日出夫 小児内科 2018 50(4);474-476

抗てんかん薬のシンプル処方 榎日出夫 日本臨牀 2018 76(6); 937-942

シンプル処方でいこう　－小児てんかん薬
物療法－

榎日出夫 聖隷浜松病院医学雑誌 2018 18(2);1-5

てんかん診療～シンプル処方のすすめ～ 榎日出夫 クリニシアン 2018 66(670);13-17

てんかんの最新治療　カルバマゼピンと
バルプロ酸の位置付け

岡西徹 日本臨床 2018 76巻6号 P943-951

PLPBP mutations cause variable 
phenotypes of developmental and 
epileptic encephalopathy

Shiraku H

Nakashima M, Takeshita S, Khoo 
CS, Haniffa M, Ch'ng GS, Takada 
K, Nakajima K, Ohta M, Okanishi 
T, Kanai S, Fujimoto A, Saitsu H, 
Matsumoto N, Kato M

Epilepsia Open 2018 3:495-502

Short duration of focal onset awareness 
and impaired awareness  seizure are 
characteristic features of epilepsy in 
elderly patients.

Fujimoto A
Okanishi T, Masuda Y, Sato K, 
Nishimura M, Baba S, Itamura S, 
Homma Y, Enoki H.

Neuropsychiatr Dis Treat 2018 14:2879-2887

Establishment of a Regional 
Interdisciplinary Medical System for 
Managing Patients with Tuberous 
Sclerosis Complex (TSC).

Fujimoto A
Okanishi T, Imai S, Ogai M, 
Fukunaga A, Nakamura H, Sato K, 
Obana A, Masui T, Arai Y, Enoki H

Sci Rep 2018 8:16747

Epilepsy surgery for a patient with 
neurofibromatosis type 1 concomitant 
with moyamoya syndrome

Kuroda N
Fujimoto A, Okanishi T, Sato K, 
Nishimura M, Enoki H.

J Clin Neurosci 2018 S0967-5868(18)31459-0

Successful corpus callosotomy for post-
encephalopathic refractory epilepsy in a 
patient with MECP2 duplication syndrome

Kanai S
Okanishi T, Fujimoto A, Itamura 
S, Baba S, Nishimura M, Itomi K, 
Enoki H

Brain Dev 2018 S0387-7604(18)30252-3

Ictal Asystole Induced by Right Posterior 
Quadrant Epilepsy: Report of a Radically 
Treated Case. World Neurosurg

Ichikawa N
Fujimoto A, Okanishi T, Sato K, 
Baba S, Itamura S, Nishimura M, 
Enoki H

World Neurosurg 2018 120:337-342

Dense array EEG estimated the epileptic 
focus in a patient with epilepsy 
secondary to tuberous sclerosis complex

Amano Y
Fujimoto A, Okanishi T, Nishimura 
M, Enoki H

Brain Dev 2018 41:116-120

New onset syncopal events following 
vagus nerve stimulator implantation might 
be key to preventing vagus nerve 
stimulation-induced symptomatic 
bradycardia - A case report and review

Kato H
Fujimoto A, Okanishi T, Sugiura 
R, Ijima K, Enoki H

Epilepsy Behav Case Rep 2018 10:57-60

てんかんセンター



Resective Surgery for Double Epileptic 
Foci Overlapping Anterior and Posterior 
Language Areas: A Case of Epilepsy With 
Tuberous Sclerosis Comple

Okanishi T
Fujimoto A, Nishimura M, Niimi K, 
Kanai S, Enoki H

Front Neurol 2018 17;9:343

Double match of (18)F-
fluorodeoxyglucose-PET and iomazenil-
SPECT improves outcomes of focus 
resection surgery

Fujimoto A
Okanishi T, Kanai S, Sato K, 
Itamura S, Baba S, Nishimura M, 
Masui T, Enoki H

Acta Neurochir (Wien) 2018 160:1875-1882

Anti-ganglionic AChR antibodies in 
Japanese patients with motility disorders

Mukaino A

Minami H, Isomoto H, Hamamoto 
H, Ihara E, Maeda Y, Higuchi O, 
Okanishi T, Kokudo Y, Deguchi K, 
Sasaki F, Ueki T, Murata KY, 
Yoshida T, Kinjo M, Ogawa Y, Ido 

J Gastroenterol 2018
doi:10.1007/s00535-018-
1477-8

Advanced dynamic statistical parametric 
mapping with MEG in localizing 
epileptogenicity of the bottom of sulcus 
dysplasia

Nakajima M

Wong S, Widjaja E, Baba S, 
Okanishi T, Takada L, Sato Y, 
Iwata H, Sogabe M, Morooka H, 
Whitney R, Ueda Y, Ito T, Yagyu 
K, Ochi A, Carter Snead O 3rd, 

Clin Neurophysiol 2018 129:1182-1191

Effectiveness of total corpus callosotomy 
for diffuse bilateral polymicrogyria: Report 
of three pediatric cases

Baba S
Okanishi T, Nishimura M, Kanai S, 
Itamura S, Suzuki T, Masuda Y, 
Enoki H, Fujimoto A

Brain Dev 2018 40:719-723

Three phase-ictal scalp EEG patterns in 
patients with seizures arising from the 
cortex facing the interhemispheric fissure

Nishimura M
Okanishi T, Fujimoto A, Kanai S, 
Sasaki Y, Homma Y, Otsubo H, 
Enoki H

Epilepsy Res 2018 143:105-112

Insufficient efficacy of vagus nerve 
stimulation for epileptic spasms and tonic 
spasms in children with refractory 
epilepsy

Okanishi T
Fujimoto A, Nishimura M, Kanai S, 
Motoi H, Homma Y, Enoki H.

Epilepsy Re 2018 140:66-71

Epileptic spasms secondary to acute 
cerebral and cerebellar encephalitis

Okanishi T

Fujimoto A, Hashimoto R, 
Nishimura M, Kanai S, Ogawa M, 
Suzuki T, Motoi H, Takahashi Y, 
Enoki H

Brain Dev 2018 40:218-221

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

海馬多切術の手術手技と課題 山本貴道
山添知宏、新見惠子、藤本礼尚、
岡西 徹、西村光代、榎 日出夫、
田中篤太郎、難波宏樹

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

迷走神経刺激装置植込み術・ジェネレー
タ入替え及びシステムの抜去

山本貴道
山添知宏、藤本礼尚、内田大貴、
黒田直生人、佐藤慶史郎、岡西 
徹、馬場信平、板村真司、西村光

第41回日本てんかん外科学会 1905年7月10日 奈良

高齢発症てんかん-ランチョンセミナー 藤本礼尚 第43回日本脳卒中学会 2018,3 福岡

 講座｢てんかんの基礎 症状と対応｣ 藤本礼尚
公益社団法人日本てんかん協
会 東京都支部 講演会

2918,4 東京

脳腫瘍に伴うてんかんの治療 -抗てんか
ん薬の選択から外科治療まで

山本貴道
第13回脳腫瘍の基礎シンポジ
ウム

1905年7月10日 東京

てんかんの勉強を一時間でまとめてみよ
う

藤本礼尚
第12回東北てんかんフォーラ
ム　講師

2018,8 秋田

抗てんかん薬選択のトレンドとてんかん外
科の歴史・現状そして近未来

山本貴道
第76回日本脳神経外科学会近
畿支部学術集会

2018.9 大阪

高齢者てんかんに関して 藤本礼尚 浜名医師会学術講演 2018,9 浜松

Vagus nerve stimulationプログラミングの
コツ -効果は最大限に副作用は最小限に

山本貴道
第48回日本臨床神経生理学会
ハンズオンセミナー

2018.11 東京

JCI認証を経て進化したガバナンスの実際
と指標設定後の改善活動がもたらす経済
効果

山本貴道 i-HASAセミナー 2018.11 東京

QOLを意識したてんかん治療 藤本礼尚
第48回臨床神経生理学会-ラ
ンチョン-

2018,12 東京

小児の頭蓋内電極　留置部位の決め方　
臨床検査技師の立場から

西村光代 岡西徹、藤本礼尚
第48回日本臨床神経生理学会
学術集会

2018.11 東京

あなたの未来を考えています　－小児神
経科医からのメッセージ－

榎日出夫
全国てんかんセンター協議会
総会（新潟大会2018）シンポジ
ウム

2018.2 新潟

てんかんと頭痛の脳波学 榎日出夫
第46回日本頭痛学会総会シン
ポジウム

2018.11 神戸

小児脳波判読の極意 榎日出夫
日本小児神経学会 第３回小児
神経学サテライトセミナー in 沖
縄

43106 那覇

初めてのけいれん　さあどうするか 榎日出夫
第31回近畿小児科学会アフタ
ヌーンセミナー4

43170 大阪

頼りになる脳波　それほどでもない脳波 榎日出夫
第８回名古屋／浜松合同カン
ファランス

43197 名古屋

脳波の読み方・考え方 榎日出夫
第60回日本小児神経学会学術
集会 実践教育セミナー

43253 千葉

頼りになる脳波　それほどでもない脳波 榎日出夫 第2回尾張てんかん研究会 43286 名古屋

あなたの未来を考えています　−薬物治療
とてんかん外科−

榎日出夫 デジタル脳波セミナー松戸 2018年7月29日 松戸

頼りになる脳波　それほどでもない脳波 榎日出夫
第７回山口県小児神経発達研
究会

2018年9月27日 山口

小児てんかんに対する治療の開始と終了 榎日出夫
日本てんかん学会 第13回てん
かん学研修セミナー

############ 横浜

小児の脳波：正常と異常 榎日出夫
第48回日本臨床神経生理学会
学術大会ベーシックレクチャー
10

2018年11月9日 東京

小児てんかんの脳波 榎日出夫
第48回日本臨床神経生理学会
学術大会エキスパートレク
チャー19

############ 東京

初めてのけいれん　さあどうするか 榎日出夫
第46回日本頭痛学会総会ラン
チョンセミナー

############ 神戸

てんかんってどんな病気!? 榎日出夫
2018年第4回はままつ健康
フォーラム

############ 浜松

結節性硬化症の診療:最新の情報 小児神
経科医にとっての結節性硬化症の診療
Update

岡西 徹 藤本 礼尚 第60回日本小児神経学会 2018/5 千葉

The progress of medical treatment for 
TSC in Japan

Okanishi T
International TSC Research 
Conference 2018

2018/9 Tokyo

希少疾患とてんかん
結節性硬化症に伴うてんかん

岡西 徹 第7回 Kanto Epilepsy Plaza 2018/6 東京

結節性硬化症の治療戦略: 診療連携の実
際

岡西 徹 埼玉TSC医療連携セミナー 2018/6 大宮

若手医師のためのキャリアパス論 岡西 徹
北陸で勤務する初期研修医
ワークショップ

2018/6 富山

脳梁離断術の意義とその手術手技 山本貴道

山添知宏、藤本礼尚、内田大貴、
黒田直生人、佐藤慶史郎、岡西 
徹、馬場信平、板村真司、飯島健
太郎、増田洋亮、西村光代、田中
篤太郎、榎 日出夫、難波宏樹

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

New York UniversityにおけるResponsive 
Neurostimulation

稲次基希
前原健寿、山本貴道、川合謙介、
Werner Doyle

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

Accurate Depth Electrode Placement by 
Neuronavigation-guided frameless 
stereoelectroencephalography (SEEG) 
lead to better subsequent surgery 
outcome

Fujimoto A
Okanishi　T, Kanai S, Sato K, 
Nishimura M, Uchiyama S, Ono Y, 
Suzuki K, Enoki H

第41回日本てんかん外科学会 2018,1 奈良

脳梁離断により発作軽減に至った難治て
んかんを伴う両側びまん性多小脳回症の
3小児例

馬場信平
岡西徹、西村光代、金井創太郎、
板村真司、増田洋亮、榎日出夫、
藤本礼尚

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018,5 千葉

Long-term weekly ACTH療法によるWest
症候群再発の予防：6症例の検討

馬場信平
岡西徹、西村光代、金井創太郎、
板村真司、増田洋亮、藤本礼尚、
榎日出夫

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018,5 千葉

The Wada test predict �post-operative 
motor deficit after hemispherotomy

Fujimoto A
Okanisi T, Baba S, Itamura S, 
Kanai S, Enoki H.

第60回小児神経学会 2018,6 幕張

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



The Wada test predict �post-operative 
motor deficit after hemispherotomy

Fujimoto A
Okanisi T, Baba S, Itamura S, 
Kanai S, Enoki H.

第46回小児神経外科学会 2018,6 東京

Long-term weekly ACTH療法によるWest
症候群再発の予防：6症例の検討

馬場信平
岡西徹、西村光代、板村真司、藤
本礼尚、榎日出夫

第11回日本てんかん学会東海
北陸地方会

2018,7 津

Double match of 18F-
fluorodeoxyglucose-PET and iomazenil-
SPECT improves outcomes of focus 
resection surgery

Fujimoto A

N.Ichikawa Y.Amano N.Kuroda 
M.Hayashi T.Yamamoto 
Y.Nakatogawa C.Inenaga 
T.Tanaka

第78回日本脳神経外科学会 2018,10 仙台

Short duration of focal onset awareness 
and impaired awareness seizure are 
characteristic features of epilepsy in 
elderly patients

Fujimoto A

Tohru Okanishi,Yosuke 
Masuda,Keishiro sato,Mitsuyo 
Nishimura, Shimpei Baba, Shinji 
Itamura, Yoichiro homma, Hideo 
Enoki

第52回日本てんかん学会 2018,10 横浜

囲碁で誘発されるてんかん 佐藤慶史郎
藤本礼尚，西村光代，新美惠子，
市川尚己

第５２回　日本てんかん学会学
術集会

2018.10. 横浜

難治後頭葉てんかん患者に認められた発
作時心静止に対する我々の治療戦略

市川尚己
藤本礼尚　板村真司　馬場信平　
佐藤慶史郎　西村光代　岡西徹　
榎日出夫

2018年　日本てんかん学会 2018・10 横浜

Effectiveness of long-term weekly ACTH 
therapy against relapsed or intractable 
West syndrome: Report of 6 cases

Baba S
Okanishi T, Nishimura M, Itamura 
S, Fujimoto A, Enoki H

第52回てんかん学会学術集会 2018,10 横浜

前頭葉半球間裂を発作起始部に含むてん
かん発作は同側眼球偏位を惹起する

西村光代

岡西徹、金井創太郎 、増田洋
亮、山田紗暉、佐藤慶史郎、板村
真司、馬場信平、藤本礼尚、榎日
出夫

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

聖隷浜松病院における長時間ビデオ脳波
モニタリングの運用と脳波技師の役割

西村光代

西村光代、岡西徹、山田紗暉、金
井創太郎 、板村真司、馬場信
平、増田洋亮、藤本礼尚、榎日出
夫

第5回全国てんかんセンター協
議会総会（新潟大会2018）

2018.2 新潟

はじめませんか食事療法 鈴村　里佳
第9回名古屋/浜松てんかん合
同カンファランス

2018.11 愛知

Multimodal investigations of gelastic 
seizures in frontal lobe epilepsies

Enoki H
Nishimura M, Yamada S, Okanishi 
T, Fujimoto A, Yamamoto T

第48回日本臨床神経生理学会
学術大会

2018.11 東京

運動性・感覚性両言語野に重複するてん
かん焦点に対し覚醒下手術にて発作消失
した結節性硬化症の治療例

岡西 徹
藤本 礼尚, 金井 創太郎, 板村 真
司, 馬場 信平, 榎 日出夫

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018/5 千葉

結節性硬化症に合併する難治性てんかん
に対するエベロリムスの有効性

岡西 徹
藤本 礼尚, 馬場 信平, 板村 真司, 
西村 光代, 岡成 和夫, 榎 日出夫

第52回日本てんかん学会学術
集会

2018/10 横浜

Brain MRI findings of the best correlation 
with neurological outcomes in tuberous 
sclerosis complex

Okanishi T
Fujimoto A, Kanai S, Itamura S, 
Baba S, Enoki H

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018/5 千葉

Diffuse cerebral lesion including cortex 
and white matter on MRI may be the best 
predictor of neurological outcomes in 
tuberous sclerosis complex

Okanishi T Fujimoto A, Nishimura M, Enoki H AES annual meeting 2018 2018/12 New Orleans, US

３次医療圏を超えた結節性硬化症の医療
連携とてんかん診療

岡西 徹
第121回日本小児科学会学術
集会

2018/4 博多

MRI findings to predict neurological 
outcomes in tuberous sclerosis complex

岡西 徹
藤本 礼尚, 馬場 信平, 板村 真司, 
西村 光代, 黒田 直生人, 増田 洋
輔, 榎 日出夫

第41回日本てんかん外科学会 2018/1 奈良

脳梁断面積と脳梁離断手術予後の関連
の検討 板村真司

岡西徹,金井創太郎, 馬場信平,増
田洋亮, 西村光代,藤本礼尚, 榎日
出夫

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018.5 幕張

脳症後に発症したepileptic spasmsに脳梁
離断術が著効した4例

板村真司
岡西徹、馬場信平、西村光代、藤
本礼尚、榎日出夫

第52回日本てんかん学会学術
集会

2018.10 横浜

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

浜松医科大学非常勤講師 藤本礼尚 4年生講義 2017,4 浜松

愛知医科大学精神科特別講義 藤本礼尚 特別講義 2017,12 名古屋

高齢者てんかんの実際 佐藤慶史郎 UCB社内研修会 2018.11 浜松

日常診療でみる高齢者てんかん 佐藤慶史郎 DEフォーラム 2018.11 浜松

シンポジウム「小児てんかんの発作時脳
波記録における課題と工夫」座長

榎日出夫 小林勝弘
第48回日本臨床神経生理学会
学術大会シンポジウム

2018.11 東京

ラジオ講演「てんかんセンターにおけるて
んかんの総合診療」

榎日出夫
ラジオNIKKEI、小児科診療UP-
to-DATE.

2018.8 東京

ラジオ出演「てんかんってどんな病気？」 榎日出夫
静岡エフエム放送、はままつ健
康フォーラム

2018.11 浜松

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

榎日出夫（分
担）

日本臨床神経生理学会, 編
日本臨床神経生理学会専門
医・専門技術師試験問題解説
120.

2018 診断と治療社

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

小児慢性頭痛に対する漢方治療 榎日出夫 日本頭痛学会誌 2018 45(1); 39-41

抗けいれん薬の選択と手順 榎日出夫 小児内科 2018 50(4);474-476

抗てんかん薬のシンプル処方 榎日出夫 日本臨牀 2018 76(6); 937-942

シンプル処方でいこう　－小児てんかん薬
物療法－

榎日出夫 聖隷浜松病院医学雑誌 2018 18(2);1-5

てんかん診療～シンプル処方のすすめ～ 榎日出夫 クリニシアン 2018 66(670);13-17

てんかんの最新治療　カルバマゼピンと
バルプロ酸の位置付け

岡西徹 日本臨床 2018 76巻6号 P943-951

PLPBP mutations cause variable 
phenotypes of developmental and 
epileptic encephalopathy

Shiraku H

Nakashima M, Takeshita S, Khoo 
CS, Haniffa M, Ch'ng GS, Takada 
K, Nakajima K, Ohta M, Okanishi 
T, Kanai S, Fujimoto A, Saitsu H, 
Matsumoto N, Kato M

Epilepsia Open 2018 3:495-502

Short duration of focal onset awareness 
and impaired awareness  seizure are 
characteristic features of epilepsy in 
elderly patients.

Fujimoto A
Okanishi T, Masuda Y, Sato K, 
Nishimura M, Baba S, Itamura S, 
Homma Y, Enoki H.

Neuropsychiatr Dis Treat 2018 14:2879-2887

Establishment of a Regional 
Interdisciplinary Medical System for 
Managing Patients with Tuberous 
Sclerosis Complex (TSC).

Fujimoto A
Okanishi T, Imai S, Ogai M, 
Fukunaga A, Nakamura H, Sato K, 
Obana A, Masui T, Arai Y, Enoki H

Sci Rep 2018 8:16747

Epilepsy surgery for a patient with 
neurofibromatosis type 1 concomitant 
with moyamoya syndrome

Kuroda N
Fujimoto A, Okanishi T, Sato K, 
Nishimura M, Enoki H.

J Clin Neurosci 2018 S0967-5868(18)31459-0

Successful corpus callosotomy for post-
encephalopathic refractory epilepsy in a 
patient with MECP2 duplication syndrome

Kanai S
Okanishi T, Fujimoto A, Itamura 
S, Baba S, Nishimura M, Itomi K, 
Enoki H

Brain Dev 2018 S0387-7604(18)30252-3

Ictal Asystole Induced by Right Posterior 
Quadrant Epilepsy: Report of a Radically 
Treated Case. World Neurosurg

Ichikawa N
Fujimoto A, Okanishi T, Sato K, 
Baba S, Itamura S, Nishimura M, 
Enoki H

World Neurosurg 2018 120:337-342

Dense array EEG estimated the epileptic 
focus in a patient with epilepsy 
secondary to tuberous sclerosis complex

Amano Y
Fujimoto A, Okanishi T, Nishimura 
M, Enoki H

Brain Dev 2018 41:116-120

New onset syncopal events following 
vagus nerve stimulator implantation might 
be key to preventing vagus nerve 
stimulation-induced symptomatic 
bradycardia - A case report and review

Kato H
Fujimoto A, Okanishi T, Sugiura 
R, Ijima K, Enoki H

Epilepsy Behav Case Rep 2018 10:57-60

Resective Surgery for Double Epileptic 
Foci Overlapping Anterior and Posterior 
Language Areas: A Case of Epilepsy With 
Tuberous Sclerosis Comple

Okanishi T
Fujimoto A, Nishimura M, Niimi K, 
Kanai S, Enoki H

Front Neurol 2018 17;9:343

Double match of (18)F-
fluorodeoxyglucose-PET and iomazenil-
SPECT improves outcomes of focus 
resection surgery

Fujimoto A
Okanishi T, Kanai S, Sato K, 
Itamura S, Baba S, Nishimura M, 
Masui T, Enoki H

Acta Neurochir (Wien) 2018 160:1875-1882

Anti-ganglionic AChR antibodies in 
Japanese patients with motility disorders

Mukaino A

Minami H, Isomoto H, Hamamoto 
H, Ihara E, Maeda Y, Higuchi O, 
Okanishi T, Kokudo Y, Deguchi K, 
Sasaki F, Ueki T, Murata KY, 
Yoshida T, Kinjo M, Ogawa Y, Ido 

J Gastroenterol 2018
doi:10.1007/s00535-018-
1477-8

Advanced dynamic statistical parametric 
mapping with MEG in localizing 
epileptogenicity of the bottom of sulcus 
dysplasia

Nakajima M

Wong S, Widjaja E, Baba S, 
Okanishi T, Takada L, Sato Y, 
Iwata H, Sogabe M, Morooka H, 
Whitney R, Ueda Y, Ito T, Yagyu 
K, Ochi A, Carter Snead O 3rd, 

Clin Neurophysiol 2018 129:1182-1191

Effectiveness of total corpus callosotomy 
for diffuse bilateral polymicrogyria: Report 
of three pediatric cases

Baba S
Okanishi T, Nishimura M, Kanai S, 
Itamura S, Suzuki T, Masuda Y, 
Enoki H, Fujimoto A

Brain Dev 2018 40:719-723

Three phase-ictal scalp EEG patterns in 
patients with seizures arising from the 
cortex facing the interhemispheric fissure

Nishimura M
Okanishi T, Fujimoto A, Kanai S, 
Sasaki Y, Homma Y, Otsubo H, 
Enoki H

Epilepsy Res 2018 143:105-112

Insufficient efficacy of vagus nerve 
stimulation for epileptic spasms and tonic 
spasms in children with refractory 
epilepsy

Okanishi T
Fujimoto A, Nishimura M, Kanai S, 
Motoi H, Homma Y, Enoki H.

Epilepsy Re 2018 140:66-71

Epileptic spasms secondary to acute 
cerebral and cerebellar encephalitis

Okanishi T

Fujimoto A, Hashimoto R, 
Nishimura M, Kanai S, Ogawa M, 
Suzuki T, Motoi H, Takahashi Y, 
Enoki H

Brain Dev 2018 40:218-221

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

あなたの未来を考えています　－小児神
経科医からのメッセージ－

榎日出夫
全国てんかんセンター協議会
総会（新潟大会2018）シンポジ
ウム

2018.2 新潟

てんかんと頭痛の脳波学 榎日出夫
第46回日本頭痛学会総会シン
ポジウム

2018.11 神戸

小児脳波判読の極意 榎日出夫
日本小児神経学会 第３回小児
神経学サテライトセミナー in 沖
縄

2018.1.6 那覇

初めてのけいれん　さあどうするか 榎日出夫
第31回近畿小児科学会アフタ
ヌーンセミナー4

2018.3.11 大阪

頼りになる脳波　それほどでもない脳波 榎日出夫
第８回名古屋／浜松合同カン
ファランス

2018.4.7 名古屋

脳波の読み方・考え方 榎日出夫
第60回日本小児神経学会学術
集会 実践教育セミナー

2018.6.2 千葉

頼りになる脳波　それほどでもない脳波 榎日出夫 第2回尾張てんかん研究会 2018.7.5 名古屋

あなたの未来を考えています　−薬物治療
とてんかん外科−

榎日出夫 デジタル脳波セミナー松戸 2018.7.29 松戸

頼りになる脳波　それほどでもない脳波 榎日出夫
第７回山口県小児神経発達研
究会

2018.9.27 山口

小児てんかんに対する治療の開始と終了 榎日出夫
日本てんかん学会 第13回てん
かん学研修セミナー

2018.10.27 横浜

小児の脳波：正常と異常 榎日出夫
第48回日本臨床神経生理学会
学術大会ベーシックレクチャー
10

2018.11.9 東京

小児てんかんの脳波 榎日出夫
第48回日本臨床神経生理学会
学術大会エキスパートレク
チャー19

2018.11.10 東京

初めてのけいれん　さあどうするか 榎日出夫
第46回日本頭痛学会総会ラン
チョンセミナー

2018.11.16 神戸

小児神経科

＜指定講演・シンポジウム等＞



てんかんってどんな病気!? 榎日出夫
2018年第4回はままつ健康
フォーラム

2018.11.17 浜松

結節性硬化症の診療:最新の情報 小児神
経科医にとっての結節性硬化症の診療
Update

岡西 徹 藤本 礼尚 第60回日本小児神経学会 2018.5 千葉

The progress of medical treatment for 
TSC in Japan

Okanishi T
International TSC Research 
Conference 2018

2018.9 Tokyo

希少疾患とてんかん
結節性硬化症に伴うてんかん

岡西 徹 第7回 Kanto Epilepsy Plaza 2018.6 東京

結節性硬化症の治療戦略: 診療連携の実
際

岡西 徹 埼玉TSC医療連携セミナー 2018.6 大宮

若手医師のためのキャリアパス論 岡西 徹
北陸で勤務する初期研修医
ワークショップ

2018.6 富山

Multimodal investigations of gelastic 
seizures in frontal lobe epilepsies

Enoki H
Nishimura M, Yamada S, Okanishi 
T, Fujimoto A, Yamamoto T

第48回日本臨床神経生理学会
学術大会

2018.11 東京

運動性・感覚性両言語野に重複するてん
かん焦点に対し覚醒下手術にて発作消失
した結節性硬化症の治療例

岡西 徹
藤本 礼尚, 金井 創太郎, 板村 真
司, 馬場 信平, 榎 日出夫

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018.5 千葉

結節性硬化症に合併する難治性てんかん
に対するエベロリムスの有効性

岡西 徹
藤本 礼尚, 馬場 信平, 板村 真司, 
西村 光代, 岡成 和夫, 榎 日出夫

第52回日本てんかん学会学術
集会

2018.10 横浜

Brain MRI findings of the best correlation 
with neurological outcomes in tuberous 
sclerosis complex

Okanishi T
Fujimoto A, Kanai S, Itamura S, 
Baba S, Enoki H

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018.5 千葉

Diffuse cerebral lesion including cortex 
and white matter on MRI may be the best 
predictor of neurological outcomes in 
tuberous sclerosis complex

Okanishi T Fujimoto A, Nishimura M, Enoki H AES annual meeting 2018 2018.12 New Orleans, US

３次医療圏を超えた結節性硬化症の医療
連携とてんかん診療

岡西 徹
第121回日本小児科学会学術
集会

2018.4 博多

MRI findings to predict neurological 
outcomes in tuberous sclerosis complex

岡西 徹
藤本 礼尚, 馬場 信平, 板村 真司, 
西村 光代, 黒田 直生人, 増田 洋
輔, 榎 日出夫

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

脳梁断面積と脳梁離断手術予後の関連
の検討 板村真司

岡西徹,金井創太郎, 馬場信平,増
田洋亮, 西村光代,藤本礼尚, 榎日
出夫

第60回日本小児神経学会学術
集会

2018.5 幕張

脳症後に発症したepileptic spasmsに脳梁
離断術が著効した4例

板村真司
岡西徹、馬場信平、西村光代、藤
本礼尚、榎日出夫

第52回日本てんかん学会学術
集会

2018.10 横浜

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

シンポジウム「小児てんかんの発作時脳
波記録における課題と工夫」座長

榎日出夫 小林勝弘
第48回日本臨床神経生理学会
学術大会シンポジウム

2018.11 東京

ラジオ講演「てんかんセンターにおけるて
んかんの総合診療」

榎日出夫
ラジオNIKKEI、小児科診療UP-
to-DATE.

2018.8 東京

ラジオ出演「てんかんってどんな病気？」 榎日出夫
静岡エフエム放送、はままつ健
康フォーラム

2018.11 浜松

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

小児慢性頭痛に対する漢方治療 榎日出夫 日本頭痛学会誌 2018 45(1); 39-41

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

 NAMを用いた術前顎矯正における鼻形
態の変化と関連因子

澤田紘美
志賀百年、田中秀生、竹内啓人、
角谷徳芳

 第24回日本口蓋裂学会総会
学術集会

2018.5 大阪

溶解したアルミニウムの飛散による顔面
熱傷の1例

竹内啓人 橋本賢二 第20回日本顎顔面外傷学会 2018.7 福岡

口腔外科・矯正歯科

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

口蓋粘膜を保存し上顎再建された無歯顎
患者への顎補綴処置2例

門田千晶
袴田桂,近藤玄樹 ,福永暁子 ,吉岡
文 ,尾澤昌悟 ,武部純

第35回日本顎顔面補綴学会学
術大会

2018.6 徳島

口底および舌癌術後に顎義歯を用いて機
能回復を図った症例

門田千晶
平成30年度日本補綴歯科学会
東海支部会

2018.10 名古屋

歯科治療時の偶発症の対応 門田千晶
浜松市歯科医師会　救急セミ
ナー

2018.7 浜松

糖尿病・歯周病　講演会 福永暁子
静岡県歯科医師会　生活習慣
病療養支援研修会

2018.2 浜松

医科歯科連携のすすめ～周産期患者・が
ん患者・唇顎口蓋裂児への歯科的対応～

福永暁子
第325回奇松会例会・奇松会学
術講演会

2018.5 浜松

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

講義 福永暁子
クリストファー大学　臨床歯科
医学・口腔外科学　講義

2018.11 浜松

講義 福永暁子
学校法人鈴木学園　専門学校
中央医療健康大学校　歯科衛
生学科　講義

2018.10-11 静岡

＜一般講演・その他の講演＞

総合歯科



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

6年ぶりに発生した胃管からの栄養
剤気管内誤注入事例

高塚由紀子 中村秀範 東海医療安全研究会 2018/12/1 愛知

安全文化醸成のための医療安全活
動について

高塚由紀子 豊橋ハートセンター 2018/11/19 愛知

レジリエンス・エンジニアリングの視
点から捉えた当院での安全管理活
動について

高塚由紀子
平成29年度西部地区医療安全
管理シンポジウム

2018/1/17 浜松

＜一般講演・その他の講演＞ 病棟スタッフの生体情報モニタア
ラームへの対応に関するパイロット
研究

増井浩史
北本憲永、池田千夏、花木ひ
とみ、渥美生弘、中村秀範

第13回医療の質・安全学会学
術集会

43429 愛知

安全管理室

＜指定講演・シンポジウム等＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

一般病院における臨床研究事務局
の実際

木俣美津夫
日本臨床試験学会　第9回学術
集会総会　in　仙台

2018.2 仙台

臨床研究・治験業務における臨床
検査技師CRCの役割 井口桃子

鈴木麻理
臨床検査部：直田健太郎、大
庭恵子、石原幹、加藤好洋、
西村光代

第67回日本医学検査学会 2018.5 浜松

＜一般講演・その他の講演＞
SAE対応事例報告  「これってSAE
報告必要ですか？」

木俣美津夫 第２４回西部CRCの会 2018.1 浜松

がん診療支援センター

＜指定講演・シンポジウム等＞



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

看護介入分類　PART3　監訳
中野由美子、柳
田千春、松下美
緒

黒田裕子 看護介入分類（NIC）原著第7版 2018.3 63-680 ELSEVIER

成果　PART3　監訳
中野由美子、柳
田千春、松下美
緒

黒田裕子
看護成果分類（NOC）成果足底のための指
標・測定尺度　原著第6版

2018.3 103-718 ELSEVIER

第3章　看護記録の監査 中野由美子 黒田裕子 アセスメントに強くなる看護診断 2018.10 178-193 医歯薬出版

【インシデント・アクシデント発生時　
記録の書き方】 インシデント・アク
シデント発生時の記録・急変時の
記録を考える

中村典子 臨床看護記録 28（2） 2018.6 2-9 日総研出版

アドバンス助産師による妊娠・出
産・育児の継続したケア提供　当
院におけるアドバンス助産師の活
動

森本俊子 中村光世 機関誌「アドバンス助産師」第3号 2018.7 28-33 日本助産評価機構

院内助産・助産師外来ガイドライ
ン２０１８

森本俊子
日本看護協会院内助産・
助産師ガイドラインの見
直しに関する検討委員会

院内助産・助産師外来ガイドライン２０１８ 2018.3 1-32
公益社団法人日本看
護協会

院内助産拡大への期待と課題 森本俊子 助産雑誌　第72巻　8号 2018.8 588-594 医学書院

行動変容につながる血圧自己測
定指導への取り組み

藤田三貴、
鈴木千佳代

BRAIN NURSING 2018 vol34 no34
2018.10 26-28 メディカ出版

基本を知る！小児のフィジカルア
セスメントとフィジカルイグザミ
ネーション
呼吸器のフィジカルイグザミネー

高真喜 竹内愛映、堀本つぼみ こどもと家族のケア 2018.8 10-15 日総研

基本を知る！小児のフィジカルア
セスメントとフィジカルイグザミ
ネーション

村山有利子 櫻井千洋、塩崎あすみ こどもと家族のケア 2018.8 16-23 日総研

基本を知る！小児のフィジカルア
セスメントとフィジカルイグザミ
ネーション
消化器のフィジカルイグザミネー
ション

鈴木さと美 山下静音、海野萌 こどもと家族のケア 2018.8 24-30 日総研

救急外来における在宅療養支援
について～聖隷浜松病院 救急外
来の実践報告～

加藤智子 岩間陽子 看護のチカラ 2018.10 39-42 産労総合研究所

退院支援の枠組みを活用した産
後家庭訪問の実際と今後
聖隷浜松病院での取り組み

加藤智子 助産雑誌 2018.10 754-759 医学書院

現場で役立つ　政策につながる
DiNQLの今と未来への重要な役
割

中村光世 森本俊子 看護　第70巻　第5号 2018.4 42-46 日本看護協会出版会

話し合いの環境を考えよう！家族
を含めたチームカンファレンス-み
んなで育てる“コラボ”プロジェクト
－協働意思決定をめざした家族と
医療者の話し合い；看護師の立場
から

杉野由佳 片橋てるみ 小児看護　第41巻　第6号 2018.6 704-711 へるす出版

アドバンス助産師による妊娠・出
産・育児の継続したケア提供
当院におけるアドバンス助産師の
活動

中村光世 森本俊子 アドバンス助産師 2018.7 28－33
一般財団法人　日本
助産評価機構

13章　13トリソミー、18トリソミーに
対する気管切開

佐宗加奈子
奥井悠介、鳥羽好恵、佐
宗加奈子、松永由美子、
中山久実

障がい児・者の手術室看護マニュアル 2018.1 98-102 金芳堂

個別的な指導 (1) 行動変容につ
ながる血圧自己測定指導への取
り組み

藤田三貴、鈴木
千佳代

ブレインナーシング 2018.10 898-900 メディカ出版

倫理的課題 鈴木千佳代 リハビリテーション看護論 2018.12 33-37 ヌーヴェルヒロカワ

Ⅱ学術論文・総
説

論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年
巻数（号数）；掲載
頁

記録力を高める！看護現場での
指導法
－つなげる看護〈PartⅠ〉－

中野由美子 臨床　看護記録 2018 27（6）;70-75

記録力を高める！看護現場での
指導法
－つなげる看護〈PartⅡ〉－

中野由美子 臨床　看護記録 2018 28（1）;93-98

記録力を高める！看護現場での
指導法
－看護が見える記録の書き方を
考える－

中野由美子 臨床　看護記録 2018 28（2）;85-89

記録力を高める！看護現場での
指導法
－電子カルテシステムの更新－

中野由美子 臨床　看護記録 2018 28（3）;98-103

記録力を高める！看護現場での
指導法
－看護記録の室を考える視点－

中野由美子 臨床　看護記録 2018 28（5）;60-63

有益な看護介入の実践へ向けた
看護診断の取り組み－看護診断
導入から定着までのA病院におけ
る14年間のあゆみ－

中野由美子 聖隷浜松病院医学雑誌 2018 18（2）;10-15

看護部



"語り”を活かした介入がもたらし
た高次脳機能障害患者への看護
師の意識変化

鈴木千佳代 聖隷浜松病院医学雑誌 2018 18（1）;14-20

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
シンポジウム2：有益な看護介入
の実践へ向けた看護診断の取り
組み
－看護診断導入から12年のあゆ
み－

中野由美子 第24日本看護診断学会学術大会 2018.7 東京

引き継ぎにおける効果的なコミュ
ニケーションへの改善活動

鈴木美由紀
山本翔太、中野由美子、
山本貴道

第13回医療の質・安全学会学術集会 2018.11 名古屋

多職種連携による外来部門の転
倒予防対策について実践報告

山本典代 名倉桂古、中野由美子 第5回日本転倒予防学会 2018.10 浜松

保健師、助産師、看護師の特性を
活かしたキャリアラダーと人材育
成

森本俊子
第49回日本看護学会　看護教育　　学術集
会

2018.8 広島

地域包括ケアシステムにおける家
族支援

加藤智子
第14回日本クリティカルケア看護学会学術
集会

2018.6 東京

母体搬送受け入れ時の家族への
対応における実践と課題

大石まりえ 山口恵美、小木尚子 第68回日本病院学会学術集会 2018.6 石川県金沢

母子愛着形成促進に向けた
DiNQLデータの活用

後藤千奈 野中久央、小木尚子 DiNQL大会2018 2018.11 東京

感じよう！語ろう！看護の魅力！ 高橋淳子 第6回静岡県看護学会 2018.1 静岡県

患者・家族からの相談対応の実
態をどう紐解くか

高橋淳子 第22回日本看護管理学会 2018.8 兵庫県

3事例の脳死下臓器提供から見え
た院内コーディネーターの役割

林美恵子 第51回日本臨床腎移植学会 2018.2 神戸

院内急変対応スタッフ育成の体制
構築

林美恵子
第21回救急医学会中部地方会総会・学術
集会

2018.12 三重

日本版TPM早期介入が終末期医
療を変える
静岡モデルの紹介

林美恵子
第54回 日本移植学会総会　JATCOワーク
ショップ

2018.10.3 東京

最新の鎮静・鎮痛ケア～臨床でガ
イドラインをどう活用するか？～

林美恵子 第20回日本救急看護学会学術集会 2018.10 和歌山

日本救急看護認定看護師会・医
療政策委員会合同規格「救急看
護実践の展望」　-学会・研究者・
実践者の立場から

林美恵子 第21回日本救急看護学会学術集会 2018.10 和歌山

シンポジウム
【災害リハに求めること】

林美恵子 第7回静岡災害リハビリテーション研修会 2018.12 静岡

特別講演：医療安全の視点から
見た記録の在り方

中野由美子 第8回宮城医療安全研究会 2018.9 仙台

Team STEPPS（チーム・ステップ
ス）

中野由美子
聖隷沼津病院　
2018年度医療安全研修会

2018.10 沼津

Team STEPPS（チーム・ステップ
ス）

中野由美子
聖隷沼津病院　
2018年度医療安全研修会

2018.12 沼津

看護過程を記録する、指導するポ
イント

中野由美子 日総研セミナー 2018.1 札幌

看護過程を記録する、指導するポ
イント

中野由美子 日総研セミナー 2018.2 大阪

看護記録を指導するポイント 中野由美子 NTT東日本伊豆病院 2018.3 伊豆

看護サービスの安全管理
看護サービスと記録

中野由美子
静岡県看護協会
認定看護管理者教育課程ファーストレベル

2018.8 静岡

看護サービスの安全管理
看護サービスと記録

中野由美子
聖隷三方原病院
認定看護管理者研修ファーストレベル

2018.8 浜松

地域と連携した母乳育児支援体
制の構築　第一段階　現状調査

竹内紗乙

齊藤貴子、杉野由佳、中
村典子、神崎江利子、黒
野智子、村松美恵、室加
千佳

第9回せいれい看護学会学術集会 2018.9 浜松

地域と連携した母乳育児支援体
制の構築　に向けて～NICU入院
児の母乳育児支援の困難感の分
析～

齊藤 貴子

竹内紗乙、杉野由佳、中
村典子、神崎江利子、黒
野智子、村松美恵、室加
千佳

第28回日本新生児看護学会学術集会 2018.11 東京

褥瘡対策チームが長期的に介入
した　　一事例

石津こずゑ 第14回日本褥瘡学会中部地方会 2018.3 静岡

医療関連機器圧迫創傷
（MDRPU）の予防ケアを考える

石津こずゑ
小粥雅明、花木ひとみ、
青木知香子、大杉純子、
奥田希世子

第20回日本褥瘡学会学術集会 2018.9 横浜

看護係長である褥瘡専任看護師
の褥瘡ケアに対する役割認識と
学習会効果

大杉純子
花木ひとみ、青木知香
子、石津こずゑ

第27回日本創傷・オストミー・失禁管理学会
学術集会

2018.5 札幌

がん看護に携わる看護師の困難
感に関する調査

森歩
伊藤智恵、柴﨑幾代、梅
田靖子、齋藤佳代、山岡
美晴、番匠千佳子

第32回日本がん看護学会学術集会 2018.2 千葉

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



急性期総合病院における「患者の
感情表出を促すコミュニケーショ
ン・スキルNURSE」学習会の効果
と課題

梅田靖子
塚本美加、山岡美晴、石
津こずゑ、藤田三貴、伊
藤智恵、番匠千佳子

第32回日本がん看護学会学術集会 2018.2 千葉

「せん妄ケアガイド」の活用状況
の評価と課題　～転倒転落インシ
デント患者のカルテ分析から見え
たこと～

鈴木千佳代
梅田靖子、宗像倫子、塚
本美加、林美恵子

第38回日本看護科学学会学術集会 2018.12 松山

心不全患者の自己健康管理促進
に向けての取り組みと今後の課
題

井口拓也 菊地航大、福井諭 慢性期看護学会 2018.9 静岡

「引き継ぎ」における効果的なコ
ミュニケーションを行うためのハン
ドオフの活用

鈴木美由紀
山本将太、中野由美子、
山本貴道

第13回医療の質・安全学会学術集会
2018.11 愛知県

術後早期離床における多職種協
動の有効性の検討

播野陽子
山崎由見子、向井美波、
奥村麻耶、吉村彩音

第49回（平成30年度）日本看護学会－急性
期看護－学術集会

2018.9 大分

A病院における再骨折予防の取り
組みに向けての現状と課題

大橋美香
三浦美香、川合美佳、 齋
藤史恵、落合悟花、 佐藤
慎也

第6回日本脆弱性骨折ネットワーク：FFNJ(Fragility Fracture Network Japan) 2018.3 浜松

脊椎疾患患者の転倒事例分析を
基にした予防対策の検討

森下真衣

真田ちひろ、大島薫、長
坂裕美、村松のり子、加
茂知美、青木謙太、伊藤
安耶

第5回日本転倒予防学会　学術集会 2018.10 浜松

行動変容に繋がる血圧自己測定
指導への取り組み

藤田三貴 鈴木千佳代 STROKE2018 2018.3 福岡

喫煙と脳卒中について 中村麻友美 藤田三貴 住吉地区敬老祝賀会　健康講座 2018.9 浜松

NSTリンクナースの主体性を引き
出すための嚥下チームの関わりと
今後の課題

二橋美津子 西美保、鈴木千佳代
第24回日本摂食嚥下リハビリテーション学
会学術大会

2018.9 仙台

陣痛発来後硬膜外麻酔分娩実施
患者の産褥初期（分娩から24時
間）の疲労感を上昇させる分娩関
連因子の後方視的検討

青島友香
山本記穂、高橋実央、入
駒慎吾、村越　毅

第122回日本産科麻酔学会学術集会 2018.11 静岡

経腹超音波断層法による 産後子
宮内腔貯留と出血量の関連

鈴木香恵子
山田歩美、原真理子、牛
田淳子、中村光世 、松下　
充、 村越　毅

日本超音波医学会第91回学術集会 2018.6 兵庫

検査・処置に恐怖やストレスを抱く
小児がん患児に対するホスピタ
ル・プレイ・スペシャリストのアプ
ローチ

畑井育子
松本智子、鈴木彩乃、伊
津野美波、杉浦定世

第16回日本小児がん看護学会 2018.11 京都

心臓カテーテル検査を受ける子ど
もに対するプレパレーションの検
討

櫻井千洋
鈴木さと美、村山有利
子、杉浦定世

第54回日本小児循環器学会学術集会 2018.7 横浜

小児病棟における成長発達ケア
のシステム作りとその評価

藤澤知枝美 海野萌、鈴木さと美 第９回 せいれい看護学会 2018.9 浜松

循環器疾患をもつ子どもの鎮静
に関する看護師の認識

村山有利子 第54回日本小児循環器学会学術集会 2018.7 横浜

意思決定支援に困難を感じた事
例の一考察　～卵巣癌に伴うトル
ソー症候群を発症した事例を通し
て～

八木明子
鈴木貴美、富永花子、鈴
木緑

第49回日本看護学会慢性期看護学術集会 2018.9 静岡

ALS患者の「生きる」を多職種連
携で支える

太田川沙織
木村美由紀、山本将太、
中村典子

第49回日本看護学会慢性期看護 2018.9 静岡

高齢者虐待に対する医療連携が
スムーズに行えた事例報告

木野一輝 加藤智子、林美恵子
第21回日本臨床救急医学会総会・学術集
会

2018.5 愛知

救急外来看護師が行う在宅療養
支援についての実態調査 －救急
外来に受診した患者へのよりよい
在宅療養支援を目指して－

岩間陽子 加藤智子 第68回日本病院学会 2018.6 石川

急性期病院における「家族」領域
の看護診断に関する実態調査 ―
看護診断名の意識化と普及を目
指して―

加藤智子 日本家族看護学会第25回学術集会 2018.9 高知

救急外来看護師のがんサバイ
バーのアセスメントにに関する実
態調査－がんサバイバーの知識
や視点から－

服部亜希子 加藤智子、西尾有美子 第20回日本救急看護学会学術集会 2018.10 和歌山

救急外来看護師の抱く倫理的ジ
レンマの現状と課題

遠藤亜矢子
加藤智子、本田一美、川
合由里子、竹内優子

第21回救急医学会中部地方会総会・学術
集会

2018.12 三重

産科危機的出血に対する講義型
とシミュレーション型学習会の併
用効果

陶山琴絵 島津泉 第32回日本助産学会学術集会 2018.3 横浜

てんかん科手術におけるブリー
フィング実施の効果

小陣綾子 中山久実 第60回手術看護学会東海地区学会 2018.11 愛知県名古屋市

術後ケアに焦点を当てた 開頭術
直後の手術室での 洗髪の効果と
課題

永井里佳
宮川陽子、松永由美子、
小陣綾子、中山久実

第32回手術看護学会年次大会 2018.11 神奈川県横浜市

認知機能低下のある高齢糖尿病
患者の地域での生活を支える支
援

山本真矢 藤沢一乃、松本礼子
第23回日本糖尿病教育・看護学会学術集
会

2018.9 茨城

救命救急病棟における「家で死に
たい」という望みを叶える多職種
連携での在宅移行支援 中野悦代 第49回日本看護学会慢性期看護学術集会 2018.9 静岡

放射線治療部門の多職種を対象
とした
手指衛生における教育介入

中村みどり
杉村恭子、山本絵美、犬
塚知依美

日本放射線腫瘍学会　
第31回学術大会

2018.10 京都

＜一般講演・その他の講演＞



回復期リハビリテーション病院に
対する看護診断を用いた情報提
供の現状と課題

鈴木千佳代 第43回日本脳卒中学会学術集会 2018.3 福岡

「せん妄ケアガイド」の活用状況
の評価と課題 ～転倒転落インシ
デント患者のカルテ分析からみえ
たこと～

鈴木千佳代
梅田靖子、宗像倫子、塚
本美加、林美恵子

第38回日本看護科学学会学術集会 2018.12 松山

NSTリンクナースの主体性を引き
出すための嚥下チームの関わりと
今後の課題

二橋美津子 西　美保、鈴木千佳代
第24回日本摂食嚥下リハビリテーション学
会

2018.9 仙台

急性期病院において 早期摂食開
始目的での 嚥下スクリーニング
法の検討（第2報）

西村　立
西村 立、大野 綾、 鈴木
千佳代、二橋美津子、西 
美保

第23回日本摂食嚥下リハビリテーション学
会

2018.9 仙台

慢性疾患領域の認定・専門看護
師が協働した生活習慣病予防講
座への取り組み

近藤理子 宗像倫子、鈴木千佳代
第49回日本看護学会（慢性期看護）学術集
会

2018.9 静岡

臓器移植への集中治療医のかか
わり

渥美生弘
林美恵子、土手尚、眞喜
志剛、大杉浩一、田中茂

第45回日本集中治療医学会 2018.2 千葉

臨床工学技士による吸引実施に
向けての当院の試み

三浦啓道

北本憲永、増井浩志、神
谷典男、廣瀬徳勝、窪田
沙也加、古山大志、鈴木
美由紀、林美恵子

第45回日本集中治療医学会 2018.2 千葉

高齢者虐待に関して連携がス
ムーズに行えた事例報告

木野一輝 加藤智子、林美恵子 第21回日本臨床救急医学会総会 2018.5 愛知

院外心肺停止から社会復帰した
患者の体験

林美恵子 森恵子 第20回日本救急看護学会学術集会 2018.10 和歌山

質の高いエンド・オブ・ライフ・ケア
の達成

番匠千佳子 ELNEC-J研修会 2018.7 浜松

エンド・オブ・ライフ・ケアにおける
倫理的課題

番匠千佳子 人生の最終段階におけるチームケア研修 2018.10 浜松

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長 中村典子 第9回せいれい看護学会学術集会 2018.9 浜松

静岡新聞 森本俊子 検証　台風24号大停電　３ 2018.1 浜松

毎日新聞
松井貴子、阿部
久美子

森本俊子
看護師
激務改善を　命と向き合い緊張　長時間勤
務で疲弊

2018.9 東京
https://mainichi.jp/ar
ticles/20180923/ddm
/016/040/011000c

講師 奥田希世子
認定看護管理者教育課程ファーストレベル
「看護サービス提供論/看護サービスの質
評価と改善」

2018.8 静岡

講師 奥田希世子
認定看護管理者教育課程ファーストレベル
「看護サービス提供論/看護サービスの質
評価と改善」

2018.9 浜松

ワーキンググループメンバー 奥田希世子 日本看護協会DiNQLワーキンググループ 2018.1-12 東京

講師 梅田靖子
県訪問看護協議会主催ELNEC-Jコアカリ
キュラム看護師教育プログラム「高齢者の
エンド・オブ・ライフ・ケア」

2018.2 静岡

講師 梅田靖子
平成30年度在宅ターミナル看護支援事業
「地域情報交換会」

2018.10-12 浜松

講師 森本俊子
「院内助産・助産師ガイドライン2018」の活
用　国際モダンホスピタルショウ2018

2018.7 東京

講師 森本俊子
【CLoCMiPをステップアップするための研
修】産科マネジメントステップ２

2018.12 兵庫（神戸）

座長 森本俊子
第49回日本看護学会　慢性期看護　　学術
集会

2018.9 静岡

講師 梅田靖子
聖隷浜松病院主催ELNEC-Jコアカリキュラ
ム看護師教育プログラム「コミュニケーショ
ンー患者の意思決定を支えるためにー」

2018.7 浜松

講師 梅田靖子

聖隷浜松病院主催人生の最終段階におけ
るチームケア研修―ELNEC-Jコアカリキュ
ラム看護師教育プログラムを用いた研修会
―「エンド・オブ・ライフ・ケアにおける看護」

2018.10 浜松

講師 梅田靖子

聖隷浜松病院主催人生の最終段階におけ
るチームケア研修―ELNEC-Jコアカリキュ
ラム看護師教育プログラムを用いた研修会
―「コミュニケーションー患者の意思決定を
支えるためにー」

2018.12 浜松

座長 山本記穂 第122回日本産科麻酔学会学術集会 2018.11 静岡

クリストファー看護大学　助産先
攻科

池田千夏 助産管理論 2018.10 静岡

座長 村山有利子 第26回小児集中治療ワークショップ 2018.10 京都

講師 村山有利子
自治医科大学大学院看護学研究科
小児看護学　講義・演習

2018.11-12 栃木

講師 村山有利子
順天堂大学　保健看護学部
4年生　講義

2018.7 三島

講師 村山有利子
埼玉県立小児医療センター
看護研究指導

2018.1 埼玉

＜一般講演・その他の講演＞



講師 村山有利子
埼玉県立小児医療センター
看護研究指導

2018.3 埼玉

講師 村山有利子
埼玉県立小児医療センター
看護研究指導

2018.5 埼玉

講師 村山有利子
埼玉県立小児医療センター
看護研究指導

2018.7 埼玉

講師 村山有利子
埼玉県立小児医療センター
看護研究指導

2018.9 埼玉

講師 村山有利子
埼玉県立小児医療センター
看護研究指導

2018.11 埼玉

愛知県立大学看護学部2年次生
講義
非常勤講師

加藤智子 小児看護学総論 2018.1 名古屋

座長 中山久実
第32回手術看護学会年次大会　第14群　
皮膚・神経障害の予防、DVT対策Ⅳ

2018.11 神奈川県横浜市

講師 鈴木千佳代
 静岡県看護協会西部地区支部研修会「高
次脳機能とその障害」

2018.1 浜松

講師 鈴木千佳代
認定看護管理者教育課程ファーストレベル
「看護情報論」

2018.7 浜松

講師 鈴木千佳代
聖隷クリストファー大学社会福祉学部「医学
概論」

2018.10-2019.1 浜松

講義
名古屋医専　看護学科　4年

林美恵子 救急看護学 2018.11 名古屋

講義
クリストファー大学看護学部講義　
2年次生

林美恵子 災害看護論 2018.11 浜松

災害支援活動 林美恵子 西日本豪雨災害 2018.8 広島県呉市

救護活動 林美恵子
第32回　遠鉄ストア・S&B杯　ちびっ子健康
マラソン大会

2018.3 浜松

講義 林美恵子

平成30年度　第2回
介護施設等再就業研修
フィジカルアセスメント、救急蘇生の実際
静岡県看護協会

2018.10 浜松

自殺未遂社支援体制検討会 林美恵子
平成30年度　自殺未遂者支援事業
浜松市精神保健福祉センター

2018.8 浜松
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【薬物療法問題集　コモンな50疾患・150
題で実力がつく!】 悪性腫瘍　前立腺が
ん(解説/特集)

山本圭祐  辻大樹 月刊薬事 2018.10 2766-2770 薬業時報社

在宅や介護の現場での予防接種 本田勝亮 〆谷直人
在宅医療・介護における感染管理ハンド
ブック

2018.5 103-112
宇宙堂八木書店/
克誠堂

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

進行性尿路上皮がん患者におけるGC
療法による好中球減少症と生存期間の
関連の検討

山本圭祐
笹野知海　石塚友一　辻大樹　都
甲海　中道秀徳　矢部勝茂　米田
達明　塩川満

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2018 2018.3 横浜

がん化学療法における治療効果と副作
用の関係について

山本圭祐
第46回 がん治療を考える薬剤師の会

2018.8 浜松

地域連携を活用した吸入手技向上への
取り組み

山本圭祐

石塚友一　河野雅人　宮下晃一　
廣瀬勝也　鈴木理恵　笹野知海　
澤昇平　三木良浩　橋本大　中村
秀範　矢部勝茂

第28回日本医療薬学会年会 2018.11 神戸

進行性尿路上皮がん患者におけるGC
療法による好中球減少症および好中球
/リンパ球比と生存期間との関連の検討

笹野知海
山本圭祐　辻大樹　石塚友一　都
甲海　中道秀徳　　米田達明　矢
部勝茂

第28回日本医療薬学会年会 2018.11 神戸

膵癌の化学療法 都甲海 なし 第59回 東海四県放射線技師学術大会
2018年
2月4日

浜松

無痛分娩における 薬剤師介入の有用
性

杉山奈々美
山本記穂、矢部勝茂、池田千夏、
松下   充、入駒慎吾、鳥羽好恵、
村越   毅

第122回 産科麻酔学会
2018年
11月23日

浜松

CDIの基礎知識 本田勝亮
平成30年度第2回感染症薬物療法研修
会

2018.1 静岡

ベバシズマブによる高血圧と蛋白尿の
関連と共通する因子の探索

澤　昇平 静岡県病院薬剤師会　西部支部例会 2018.9 浜松

ベバシズマブによる高血圧と蛋白尿の
関連と共通する因子の探索

澤　昇平
山本圭祐、袴田真理子、笹野知
海、松川陽央、石塚友一、中道秀
徳、矢部勝茂

日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬
学会東海支部　合同学術大会2018

2018.11 静岡

AST立ち上げ後1年で見えてきた課題と
今後の展望

石塚友一 本田勝亮,渥美位知子,矢部勝茂
日本病院薬剤師会東海ブロック
合同学術大会2018

2018.11 静岡

AST立ち上げ後1年で見えてきた課題と
今後の展望

石塚友一

本田勝亮、武地大維、渥美位知
子、釋悦子、石原冬馬、安間有
希、齊藤一仁、渡邊卓哉、矢部勝
茂

第28回日本医療薬学会年会 2018.11 神戸

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

司会 中道秀徳 平成30年度第1回がん薬物療法研修会 2018.7 静岡

講師 中道秀徳
県西部がん診療連携拠点病院 支持療法
担当者会による勉強会

2018.2 浜松

司会 中道秀徳 第47回がん治療を考える薬剤師の会 2018.11 浜松

座長 山本圭祐
第44回県西部Pharmacist Collaboration研
究会

2018.7 浜松

http://www.shps.j
p/seminar/diary.c
gi?display&date=2
0180705

座長 本田勝亮 第30回静岡県病院薬剤師会学術大会 2018.2 静岡

座長 本田勝亮
平成30年度第5回東海地区感染制御研
究会 抗菌薬セミナー ベーシックコースA

2018.4 名古屋

座長 本田勝亮
平成30年度第2回感染症薬物療法研修
会

2018.1 静岡

座長 本田勝亮
日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬
学会東海支部合同学術大会2018

2018.11 静岡

薬剤部

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

「後方診療支援」のルーチン化の実現 直田健太郎 第13回　東京都医学検査学会 2018.2 東京

鼻腔・咽頭からの検体採取への取り組
み

石原　幹 徳増諭、大庭恵子、直田健太郎 第67回日本医学検査学会 2018.5 浜松

「診療支援」に向けた検査室の取り組み 直田健太郎 平成30年度　愛媛県臨床検査学会 2018.6 愛媛

医療安全に向けた検査室からの診療支
援

大庭恵子
日本臨床化学会年次学術集会　　　イブ
ニングセミナー

2018.8 名古屋

小児の頭蓋内電極　留置部位の決め方　
臨床検査技師の立場から

西村光代 岡西徹、藤本礼尚 第48回日本臨床神経生理学会学術集会 2018.11 東京

＜一般講演・その他の講演＞
前頭葉半球間裂を発作起始部に含むて
んかん発作は同側眼球偏位を惹起する

西村光代

岡西徹、金井創太郎 、増田洋
亮、山田紗暉、佐藤慶史郎、板村
真司、馬場信平、藤本礼尚、榎日
出夫

第41回日本てんかん外科学会 2018.1 奈良

聖隷浜松病院における長時間ビデオ脳
波モニタリングの運用と脳波技師の役
割

西村光代

西村光代、岡西徹、山田紗暉、金
井創太郎 、板村真司、馬場信
平、増田洋亮、藤本礼尚、榎日出
夫

第5回全国てんかんセンター協議会総会
（新潟大会2018）

2018.2 新潟

小児新生児分割製剤使用による臨床支
援と今後の課題

栗田哲至
山本晶、大石洋美、中島裕美、井
出武利、大庭恵子、直田健太郎

第67回日本医学検査学会 2018.5 浜松

当院における呼気一酸化窒素検査の有
用性の検討

家本知恵
渥美早哉佳、加藤成美、山田紗
暉、松本裕美、石原幹、直田健太
郎

第67回日本医学検査学会 2018.5 浜松

関節リウマチ治療中に残存する 疼痛や
腫脹に対しての 関節超音波検査の有
用性

新村奈津美
谷高由利子 、石原幹、影山実那
子、直田健太郎、山崎賢士、井上
達雄、宮本俊明

第67回日本医学検査学会 2018.5 浜松

尿細胞診における従来法とLBC法の細
胞形態、診断精度の比較検討

山田茉樹
古田政敏、池谷知也、山田真人、
加藤好洋、直田健太郎

第67回日本医学検査学会 2018.5 浜松

乳癌の針生検と手術材料における免疫
組織化学染色結果の比較検討

山﨑由佳
鈴木愛梨、池谷知也、加藤好洋、
直田健太郎

第67回日本医学検査学会 2018.5 浜松

乳頭分泌液にみられた伝染性軟属腫 宇野圭祐
山田真人、加藤好洋、鈴木愛梨、
大月寛郎、新井義文、小林寛

第59回日本臨床細胞学会総会春期大会 2018.6 北海道

関節リウマチ治療中に残存する 疼痛や
腫脹に対しての 関節超音波検査の有
用性

新村奈津美
谷高由利子 、石原幹、影山実那
子、直田健太郎、山崎賢士、井上
達雄、宮本俊明

日本超音波医学会第91回学術集会 2018.6 神戸

検査室における鼻腔・咽頭検体採取の
導入に向けた取り組み

大庭恵子 山本正広、石原幹、直田健太郎 第68回日本病院学会 2018.6 金沢

臨床検査技師による研修医輸血教育の
取り組みと成果

小池真輝
大石洋美、中島裕美、栗田哲至、
大庭恵子、直田健太郎、中山理、
吉田純子、渡邊卓哉、米川修

第5回　聖隷福祉事業団　臨床検査部合
同学術発表会

2018.10 浜松

当院の脳神経生理検査ネットワーク構
築における成果

竹田　裕基
山田　紗暉、西村　光代、石原　
幹、谷高　由利子、直田　健太郎

第5回聖隷福祉事業団合同学術発表会 2018.10 浜松

胆のう癌との鑑別に苦慮した胆のう管
状腺腫の一例

渥美早哉佳
加藤成美、新村奈津美、鹿倉聡、
影山実那子、石原幹、谷高由利
子、直田健太郎

第57回日臨技中部圏支部　医学検査学
会

2018.11 三重

HCG、E2、 LHの測定機器変更とそれに
伴う外部委託項目の院内化による効果

佐野沙也加
石原冬馬、栗田哲至、大庭恵子、
直田健太郎

第57回日臨技中部圏支部　医学検査学
会

2018.11 三重

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

調査結果報告者（病理部門） 加藤好洋
第34回静岡県臨床検査精度管理調査報
告会

2018.10 静岡

調査結果報告者（微生物部門） 釋 悦子
第34回静岡県臨床検査精度管理調査報
告会

2018.10 静岡

＜指定講演・シンポジウム等＞

臨床検査部



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

心臓MRI検査の特徴 鈴木隆之 静岡ジャーナル　vol.28 No.1 2018 P40-44

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

長尺撮影領域におけるCALNEO-GL+電動式立臥位撮影台FM-PL1の有用性宮本尚賢 FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2018 in 浜松2018.10 静岡

呼吸停止四分割CBCT撮影が再構成画
像に及ぼす影響について～臨床画像含
めた内容と今後の呼吸管理の方向性～

杉浦 康行
東海放射線腫瘍研究会 第49回 技術部
会

2018.7 愛知

レーザー型3D体表面検出器を用いた深吸気停止下乳房照射における標的移動量の計測長谷川　晋也
東海放射線腫瘍研究会 第49回 技術部
会

2018.7 愛知

こんなときどうする？部位別でみるアーチファクト対策　上腹部鈴木高広 第9回　静岡県MRI研究会 2018.10 静岡

心臓検査の特徴～MRI編～ 鈴木隆之 第 49 回アンギオ部会研修会・第 8 回静岡県 MRI 技術研究会
平成 29 年度 静岡県放射線技師研修会2018.3 静岡

Investigation of the division method �of 
the treatment field with deep Inspiration 
breath hold for Breast tangential 
irradiation.

齋藤 龍典 第74回日本放射線技術学会総会学術大会2018.4 神奈川

レーザー型3D体表面検出器の日常点
検に関する報告

齋藤 龍典 村木勇太 第34回日本診療放射線技師学術大会 2018.9 山口

深吸気停止乳房接線照射における治療
門分割方法の患者Planでの検討

齋藤 龍典 日本放射線腫瘍学会第31回学術大会 2018.10 京都

小児心臓カテーテル検査における側面
X線管球位置変更による術者被曝低減
の検討

望月 佑馬
森善樹　中嶌八隅　金子幸栄　井
上奈緒　村上知隆　松井隆之

第54回日本小児循環器学会総会・学術
集会

2018.7 神奈川

ハイブリッドORシステム 亀垣　卓弥
第50回　静岡県放射線技師会　アンギオ
部会研修

2018.10 静岡

カテ室における放射線業務従事者の被
曝対策

石川　莉紗 第11回　静岡県血管撮影研究会 2018.2 静岡

Quantitative Analysis of Patient Specific 
Quality Assurance On VMAT for 
Prostate Cancer by Use of Different 
Two Types of Three-Dimensional 
Detectors

村木勇太
第60回米国医学物理学会（AAPM 60th 
Annual Meeting）

2018.7 アメリカ（ナッシュビル）

Compressed Sensing を用いた上腹部造
影MRA

髙柳　有希 第7回　MRI循環器撮影研究会 2018.4 神奈川

Comparative study on respiratory blur in multiple arterial phase imaging method using Gd-EOB-DTPA contrast medium髙柳　有希
Takayuki Suzuki　Wakaba Koide　
Takayuki Masui　 Yuji Iwadate　
Naoyuki Takei

第46回　日本磁気共鳴医学会大会 2018.9 石川

採用に繋げるホームページ改善活動　
－SNSを用いた広報含め－

髙柳　有希
齋藤 龍典　山田 薫　蛭田 淳也　
栗田 仁一

第34回　日本診療放射線技師学術大会 2018.9 山口

就職希望者集まれ！ホームページアク
セス数増加対策！

髙柳　有希 第6071回　ＱＣサークル静岡地区 秋桜大会2018.10 静岡

聖隷浜松病院における職業被ばく低減
の取り組み

種石　吉記 第21回聖隷放射線部合同学術大会 2018.3 静岡

Hyper Senseを用いた頭部MRA撮像条
件の検討

徳永　雄大 第11回中部放射線医療技術学術大会 2018.11 富山

The Effect of Breathing Hold Four-
Divided CBCT on the Reconstructed 
Image.～In the case of Respiratory 
Movement Direction is Cranio-Caudal 
Direction～

杉浦 康行 Masashi Nozue 第74回日本放射線技術学会総会学術大会2018.4 神奈川

呼吸停止四分割CBCT撮影が再構成画
像に及ぼす影響について～肺放射線治
療の場合～

杉浦 康行
野末政志  齋藤 龍典　山田 薫、
村木勇太

第2回 山梨静岡放射線治療研究会 2018.6 静岡

Comparison of beam data measurement 
methods to simplify data collection with 
representive data

清水　由美子
Naoki Hayashi, Tatsunori Saito, 
Yasuyuki Sugiura

第115回日本医学物理学会学術大会 2018.4 神奈川

Examination of imaging conditions of 
PROPELLER Multi shot Blade in 
cervical T1WI coronary image.

盛　史範
Yuki Takayanagi　Yukari Ymaguchi　
Takayuki Masui

第46回　日本磁気共鳴医学会大会 2018.9 石川

Measurement of Trget Shift in Deep 
Inspiration Breath Hold for Breast 
Irradiation using 3D Body Surface 
Scanner

長谷川　晋也
Hiroshi Anma  Tatsunori Saitou  
Shuhei Okabe  Masashi Nozue

第74回日本放射線技術学会総会学術大
会

2018.4 神奈川

VOXELANを用いた深吸気停止分割乳
房照射における再現性の検討

長谷川　晋也
安間啓　岡部修平　齋藤龍典　野
末政志

日本放射線腫瘍学会第31回学術大会 2018.10 京都

当院における職業被ばく管理と低減へ
の取り組み

信岡　亮太 第23回 静岡県放射線技師学術大会 2018.5 静岡

Examination of imaging conditions of 
PROPELLER Multi shot Blade in 
shoulder T1WI.

山口　友花里
Yuki Takayanagi　Fuminori Mori 　
Takayuki Masui

第46回　日本磁気共鳴医学会大会 2018.9 石川

Duo Chem SATを用いた 山口　友花里 TakayukiSuzuki　Masakazu Kurita 第11回中部放射線医療技術学術大会 2018.11 富山

治療衣やタオルの有無による皮膚線量
の変化

赤石 聡美
清水 由美子　村木 勇太　林 直
樹

第11回中部放射線医療技術学術大会 2018.11 富山

大腸CT用経口バリウム造影剤の有用
性

峰島　毬絵
田中睦生　村松晴仁　今村駿　桐
山彩季

第23回静岡県放射線技師学術大会 2018.5 静岡

全盲患者が安心できる放射線治療の提
供を目指して～幅を広げたチーム医療
の取り組み～

小森 涼
第14回 自由に放射線治療について話す
会

2018.9 静岡

訪問支援調査を受けて 山田　薫
第14回 自由に放射線治療について話す
会

2018.9 静岡

A Study on Respiratory Control under 
Sound Guide of Laser Type 3D Body 
Surface Detector

安間 啓
Shuhei Okabe  Tatsunori Saitou  
Shinya Hasegawa Masashi Nozue

第74回日本放射線技術学会総会学術大
会

2018.4 横浜

VOXELANのSound Guide機能を使った
深吸気停止の検討

安間 啓
野末政志　岡部修平　齋藤龍典　
長谷川晋也

日本放射線腫瘍学会第31回学術大会 2018.10 京都

Analysis of Intra-Fractional Variation 
using 3D Body Surface scanner

岡部 修平
Hiroshi Anma  Tatsunori Saitou  
Shinya Hasegawa Masashi Nozue

第74回日本放射線技術学会総会学術大
会

2018.4 横浜

Analysis of Intra-Fractional Variation 
using VOXELAN

岡部 修平
野末政志　安間啓　齋藤龍典　長
谷川晋也
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ポジショニングと機器管理について 篠田　奈美 第17回　静岡県マンモグラフィ講習会(撮影技術)2018.12 静岡

放射線部

＜指定講演・シンポジウム等＞

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁
腱性槌指にキネシオテープを使用した
装具療法でDIP関節過伸展を獲得した2
症例

原田康江 向田雅司・鈴木歩実 日本手外科学会オンラインジャーナル 2018 34巻5号

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞

スペシャリストの観察と思考 藤井千博 第22回静岡県理学療法士学会 2018.6 浜松

多系統萎縮症と脊髄小脳変性症の四つ
這い動作（ハイハイ）の比較

志水早由里

志水早由里、内山剛、仲山知宏、
若月里江、明神寛暢、鈴木重將、
渡邊一樹、山本大介、佐藤慶史
郎、大橋寿彦

第59回日本神経学会学術大会 2018.5 札幌

多系統萎縮症と脊髄小脳変性症の四つ
這い動作（ハイハイ）の比較

志水早由里

志水早由里、内山剛、仲山知宏、
明神寛暢、鈴木重將、若月里江、
渡邊一樹、佐藤慶史郎、大橋寿
彦

第12回パーキンソン病・運動障害疾患コ
ングレス

2018.7 京都

心的境界と悪夢体験の関連－悪夢の
苦痛度に着目して－

繁田沙織 吉田加世子・笠井　仁 第37回日本心理臨床学会 2018.9 神戸

婦人科がん術後のリンパ浮腫予防 神谷万波
がんに関する市民公開講座　～学ぼう！
子宮頚癌～

2018.02 浜松

膝の痛みを悪くしない運動 戸塚健二 市民公開講座　どうしよう？膝の痛み 2018.10 浜松

みんなでストレッチ 戸塚健二
がんに関する市民公開講座　学ぼう！希
少がん　～肉腫ってどんな病気～

2018.6 浜松

リウマチのリハビリ 原田康江 聖隷浜松病院　市民公開講座 2018.9.15 浜松

前方および後方言語野の両近傍にてん
かん焦点を有した結節性硬化症患者に
対する覚醒下手術

新美惠子
岡西徹、藤本礼尚、金井創太郎、
西村光代、榎日出夫

第1回聖隷リハビリテーション学会 2018.1 浜松

左小指PIP関節重度屈曲拘縮が生じた
症例

兒玉優花 原田康江 静岡県OT西部地区発表 2018.7.24 浜松

左小指PIP関節重度屈曲拘縮が生じた
症例

兒玉優花 原田康江 第40回静岡ハンドセラピィ懇話会 2018.7.28 浜松

装具療法が著効した医原性左小指PIP
関節屈曲拘縮の1例

兒玉優花 原田康江　鈴木歩美Dr. 第1回聖隷リハビリテーション学会 2018.11.4 浜松

肘関節伸展拘縮に外側支柱ヒンジ付き
屈曲矯正用装具を使用した1例

祖慶千春 原田康江、米田香苗、鈴木歩実
第64回　静岡手外科・マイクロサージャ
リー研究会

43113 浜松

関節リウマチのリハビリについて 原田康江 RA co-medical meeting 2018.6.9 浜松

当院での関節リウマチに対するリハビリ 原田康江 多職種連携を考える会 2018.11.10 浜松

伸筋腱損傷後のセラピィ 原田康江 第39回静岡ハンドセラピィ懇話会 2018.1.13 静岡

左縁上回･角回梗塞を呈した事例に対
する     自動車運転評価    ― 失認･失
行･ゲルストマン症候群以外の症状がみ
られた事例 ―

齋藤　郁 飯尾　円 静岡県OT西部地区発表 2018.7.24 浜松

左縁上回･角回梗塞を呈した事例に対
する     自動車運転評価    ― 失認･失
行･ゲルストマン症候群以外の症状がみ
られた事例 ―

齋藤　郁 飯尾　円 第1回聖隷リハビリテーション学会 2018.11.4 浜松

THA後の股関節運動に対する理学療法 奥田 勇希 藤井 千博、青木 謙太 第22回 静岡県理学療法士学会 2018.6 浜松

当院における腹部外科術後患者の理学
療法介入状況および歩行時率遅延要
因に関する検討

浅場高征
四十宮公平、神谷万波、加藤大
喜、春藤健支等

第22回静岡県理学療法学会 2018.6 浜松

脳幹出血により重度感覚障害、身体正
中軸の偏位を呈した症例

清水雄斗 第１回聖隷リハビリテーション学会 2018.11 浜松

人工膝関節全置換術術後の一症例～
屈曲可動域に着目～

鈴木優花 藤井千博、青木謙太 第１回聖隷リハビリテーション学会 2018.11 浜松

脛骨天蓋骨折を受傷後足関節可動域
制限をきたした症例への理学療法介入

藤田智大 藤井千博、江間崇人 第1回聖隷リハビリテーション学会 2018.11 浜松市

人工膝関節全置換術術後患側への荷
重が不十分であった一症例

久保田紗也加
藤井千博、青木謙太、鈴木詩織、
伊藤安耶

第１回聖隷リハビリテーション学会 2018.11 浜松

COPD急性増悪入院後1年間における
再入院関連因子の検討

加藤大喜
四十宮公平、佐野弘毅、浅場高
征、矢倉千昭、春藤健支

第22回静岡県理学療法士学会 2018.6 浜松

四つ這い動作の細分類を用いた脳卒中
リハビリテーション

仲山知宏

内山剛， 志水早由里，若月里
江，明神寛暢，鈴木重將,渡邊一
樹，山本大介，佐藤慶史郎，大橋
寿彦

第43回日本脳卒中学会学術集会 2018.3 福岡

四つ這い動作（ハイハイ）の脳卒中リハ
ビリテーションへの応用

仲山知宏
内山剛、志水早由里,若月里江，
明神寛暢，鈴木重將，渡邊一樹，
佐藤慶史郎,大橋寿彦

第59回日本神経学会学術大会 2018.5 札幌

人工呼吸器離脱とADL回復を目指した
多発外傷患者に対する理学療法～安
静度制限の中で積極的運動療法を施行
した一症例～

伊藤来未子 四十宮公平、柴田涼 第22回 静岡県理学療法士学会 2018.6 浜松

腰椎骨盤固定術を施行した予後3ヶ月
の転移性骨腫瘍患者に対する理学療
法の経験～介入より前向きな心境に変
化した症例～

佐藤一樹 神谷万波、青木統、渥美奈緒 第１回聖隷リハビリテーション学会 2018.11 浜松

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

聖隷クリストファー大学理学療法学科
2年次

向井庸 内部障害系理学療法評価学 2018.1 浜松

聖隷クリストファー大学理学療法学科
4年次

春藤健支
リーダーシップ論　病院・施設における
リーダーシップについて

2018.10 浜松

座長 原田康江 第30回日本ハンドセラピィ学会学術集会 2018.4 東京

座長 原田康江 第52回日本作業療法学会 2018.9 名古屋

セミナー講師 原田康江
日本ハンドセラピィ学会主催応用実践セミ
ナー

2018.12 京都

抗がん剤の副作用に伴う 末梢神経障
害とリハビリテーション　リンパ浮腫症例
を通しての経験から

神谷万波
県西部がん診療連携拠点病院支持療法
担当会による勉強会［癌化学療法に伴う
末梢神経障害］

2018.01 浜松

＜一般講演・その他の講演＞

リハビリテーション部



タッチンクケア・倦怠感を幸福感へ変え
るタクティールケア

神谷万波
緩和医療学習会［がん関連倦怠感に対す
る効果的なリハビリテーション］　　基礎知
識とタッチングケアについて

2018.11 浜松

サッカー　ケガ予防 戸塚健二
スポーツ監督・指導者向け　病院内講演
会

2018.8 浜松

座長 曽根崇 第１回聖隷リハビリテーション学会 2018.11 浜松
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斜視・弱視　検査＆訓練　裏技とコツ 和田知佳 眼科ケア　第20巻11号 2018.11.1 21-26 メディカ出版

眼科検査室
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術中神経モニタリング装置 鈴木真紀子 北本憲永
専門臨床工学技士　テキスト　手術編（第
１版）

2018年8月30日 P30～43
株式会社　東京イ
デアフォース

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

体外循環中の動脈血酸素分圧の管理
に関する検討

増井浩史
富永磁比古、内山明日香、神谷
典男、北本憲永

体外循環技術 2018.3 45(1);27-33

集中治療室・救命救急病棟臨床工学技
士24時間体制導入への取り組み

三浦 啓道

北本 憲永, 神谷 典男, 増井 浩史, 
広瀬 徳勝, 久保田 沙也香, 古山 
大志, 藤井 洵希, 九島 裕樹, 秋元 
聡子, 清水 圭太, 草場 嘉美, 大杉 
浩一, 渥美 生弘, 田中 茂

 聖隷浜松病院医学雑誌 (2018.05)
 (1346-9045)18巻1号 Page28-
31

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

講演
『FX-15を用いた成人体外循環』
～低充填システムと操作の工夫～

北本憲永 TERUMO perfusion workshop 2018.12 Guangzhou

パネルディスカッション　組織教育
業務拡大のために必要な組織教育

北本憲永 第8回中四国臨床工学技士会 2018.9 徳島

講演
臨床工学技士の手術室業務戦略につ
いて

北本憲永 第1回高知よさこいセミナー 2018.10 高知

講演
常温体外循環の適正管理
～その管理方法で大丈夫？～

北本憲永 第1回北海道体外循環セミナー 2018.5 北海道

講演
「臨床工学技士のキャリアパス」

北本憲永 キャリアパスセミナー 2018.６ 埼玉

気管支鏡検査によるクライオバイオプ
シー導入を経験して

髙柳綾子 北本憲永 第19回中部臨床工学会 2018.11 岐阜

当院での心臓カテーテルからの業務展
開と課題

神谷典男

増井浩史　広瀬徳勝　藤井洵希　
九島裕樹　三浦啓道　久保田沙
也香　秋元聡子　古山大志　草場
嘉美　清水奎太　北本憲永

第28回日本臨床工学会 2018.5 横浜

麻酔アシスタント業務を 開始して 佐川　雅俊 内山明日香、北本憲永 第19回中部臨床工学会 2018.11 岐阜

人工呼吸器のモードを理解しよう 西條幸志 第16回呼吸器セミナー ２０１８．２ 静岡

シンポジウム
フィジシャンアシスタントは医師の過重
労働解決の切り札となりうるか 女性外
科医としてPAに期待すること

立石 実  小出 昌秋, 北本 憲永 第13回医療の質・安全学会 2018.11 愛知

静脈血栓予防ポンプによる接触性皮膚
炎発症事例

北本憲永 髙柳綾子 第19回中部臨床工学会 2018.11 岐阜

レーザー血流計を用いた選択的脳灌流の評価は有用か富永滋比古
太田早紀、内山明日香、増井浩
史、神谷典男、北本憲永

第41回日本体外循環技術医学会東海地
方会学術大会

2018.2 三重

レーザー血流計による 人工心肺開始時
の 末梢循環モニタリングについて

鈴木克英
太田早紀、富永滋比古、内山明
日香、増井浩史、神谷典男、北本
憲永

第28回日本臨床工学会 2018.5 横浜

当院の脳分離体外循環法と 術後合併症について富永滋比古
太田早紀、内山明日香、増井浩
史、神谷典男、北本憲永

TERUMO Perfusion セミナー 2018.9 静岡

各社人工心肺装置の工夫 増井浩史
太田早紀、富永磁比古、内山明
日香、神谷典男、北本憲永

HLM Workshop 2018 in 静岡 2018,10 静岡

体外循環中の動脈血酸素分圧の
管理に関する検討 　第２報

増井浩史
太田早紀、富永磁比古、内山明
日香、神谷典男、北本憲永

第44回日本体外循環医学会大会 2018.11 石川

体外循環中の動脈血酸素分圧の管理
に関する検討

増井浩史
富永磁比古、内山明日香、神谷
典男、北本憲永

第44回日本体外循環医学会大会 2018.11 石川

アルカリ化剤投与量と術後のアルカ
ローシス出現に関する検討 太田早紀

富永滋比古　内山明日香　増井
浩史　神谷典男　北本憲永

第44回日本体外循環医学会大会 2018.11 石川

病棟スタッフの生体情報モニタアラームへの対応 に関するパイロット研究増井浩史
北本憲永、池田千夏、花木ひと
み、渥美生弘、中村秀範

第13回医療の質・安全学会 2018.11 愛知

今、臨床工学技士に必要な統計データは何か? 統計調査結果からみるマネジメントすべき情報杉浦 正人
 大塚 昭, 竹川 英史, 田中 健, 倉
持 龍彦, 吉岡 淳, 北本 憲永, 肥
田 泰幸, 那須野 修一

第28回日本臨床工学会 2018.5 横浜

GE社製エコープローブの定量測定を実
施して

田中 良樹  堀口 夏希, 鈴木 克尚, 北本 憲永 第28回日本臨床工学会 2018.5 横浜

内視鏡スタッフの教育方法と課題 森谷 千秋

 黒崎 瑠依, 高柳 綾子, 大澤 真智
子, 安藤 零, 杉山 征四朗, 久保田 
沙也香, 秋元 聡子, 水村 敦子, 草
場 嘉美, 氏原 庸介, 清水 奎太, 
曽根 太一, 鈴木 健吾, 鈴木 らら, 
北本 憲永

第80回 日本消化器内視鏡技師会 2018.03 東京

静的陰圧に対する溶血の検討について 林 啓介
 川久保 芳文, 北本 憲永, 佐々木 
新, 高尾 晃輔, 田尾 伸幸, 村上 
幸司, 平松 信, 横山 武志

 第34回日本医工学治療学会 2018.03 埼玉

新たな内視鏡業務への取り組み 杉山征四朗

高柳綾子、安藤　零、森谷千秋、
久保田沙也香、秋元聡子、清水
奎太、氏原庸介、草場嘉美、曽根
太一、黒崎瑠衣　鈴木健吾、鈴木
らら、久保田優、家入瑞穂、山崎
絵莉、北本憲永

静岡臨床工学技士会 2018.6 静岡

臨床工学技士による内視鏡センター内
での治療介助

黒﨑瑠依

高柳綾子　大澤真智子　安藤零　
森谷千秋　杉山征四朗　久保田
沙也香　秋元聡子　水村敦子　草
場嘉美　氏原庸介　清水奎太　曽
根太一　鈴木健吾　鈴木らら 家
入瑞穂　久保田優　山崎絵里 北
本憲永

四国臨床工学技士会 2018.11 徳島

腎センター移転における透析液水質確
保への取り組み

大塚和身
北本　憲永、西條　幸志、高柳　
綾子、中島俊一、吉田　佑輔、味
村　麻衣、小出　貴史

第52回静岡県腎不全研究会 ２０１８．１０ 静岡

維持透析患者のCIDPに対するHD＋PE併用療法の経験川元大介 北本　憲永、西條　幸志、 第39回アフェレーシス学会 ２０１８．１０ 岡山

シミュレーション実施による業務変更への対応中島俊一
西條幸志、土屋敬、源田卓郎、沖
雄斗

第14回静岡臨床工学会 ２０１８．６ 静岡

NICUから退院される在宅人工呼吸器使用患者への退院前訪問、退院後訪問を経験して安藤零
鈴木真紀子、渡邉一茂、三浦竜
郎、牧野梨咲、北本憲永

第28回日本臨床工学会 43221 横浜

高頻度換気用人工呼吸器に NO吸入療法を併用した際 NO濃度が急上昇した事例検討鈴木真紀子
安藤零、渡邉一茂、三浦竜郎、牧
野梨咲、北本憲永

第40回日本呼吸療法医学会 2018年８月 東京

＜指定講演・シンポジウム等＞

臨床工学室

＜一般講演・その他の講演＞



当院でのペースメーカに関連するトラブル3症例神谷典男

北本憲永,広瀬徳勝,藤井洵希,九
島裕樹 ,増井浩史, 三浦啓道,久保
田沙也香,秋元聡子,古山大志,草
場嘉美,清水奎太、杉浦 亮,岡 俊
明（同　循環器科）

第18回日本心臓植え込みデバイスフォ
ローアップ研究会

2018.6 東京

当院におけるTAVI後ペースメーカ植込みの現状神谷典男

広瀬徳勝、藤井洵希、増井浩史、
内山明日香、太田早紀、富永滋
比古、北本憲永（聖隷浜松病院　
臨床工学室）、岡田尚之、磯村大
地、杉浦亮（同　循環器科）、國井
佳文、小出昌秋（同　心臓血管外
科）

第40回日本心血管インターベンション治
療学会（CVIT）東海北陸地方会

2018.1 静岡

ペースメーカー抜去後に再植込みを要した小児の1例神谷典男

 北本憲永，広瀬徳勝，藤井洵
希，九島裕樹，増井浩史，（聖隷
浜松病院　臨床工学室）杉浦 亮
3778、岡 俊明（同 循環器科）小
出昌秋（同 心臓血管外科）

第65回日本不整脈心電図学会 2018.7 横浜

不整脈デバイスに関連するトラブル事
例

神谷典男
第1回事業団及び関連施設　不整脈関連
専門部会研修

2018．12 浜松

連続したクロストーク作動を 呈したPM
の１症例

広瀬徳勝

広瀬徳勝　神谷典男　藤井洵希　
増井浩史　内山明日香   　秋元
聡子　古山大志　三浦啓道　大平
和　　清水奎太　草場嘉美　北本
憲永

第１８回植え込みデバイスフォローアップ
研究会

2018.6 東京

右冠動脈肺動脈起始症の1症例 広瀬徳勝
広瀬徳勝　神谷典男　藤井洵希　
北本憲永

鎌倉ライブ2018 2018.12 神奈川

臨床工学技士による
吸引実施に向けての当院の試み三浦啓道
北本憲永、増井浩史、神谷典男、
広瀬徳勝、久保田沙也香、古山
大志、鈴木美由紀、林美恵子

第45回日本集中治療医学会学術集会 2018.03 千葉

人工呼吸器の種類によって何が違う
の？私たちの使用感

三浦啓道

北本憲永、神谷典男、増井浩史、
広瀬徳勝、久保田沙也香、古山
大志、藤井洵希、秋元聡子、九島
裕樹、草場嘉美　清水奎太

第14回静岡県臨床工学会 2018.05 静岡

ICU専任の臨床工学技士(ICU-CE)24時間体制導入への取り組みと関わり三浦啓道
神谷典男、増井浩史、北本憲永、
土手尚、大杉浩一、渥美生弘、田
中茂

第２回集中治療学術集会地方会 2018.06 金沢

急性期領域における排痰補助療法の工
夫

三浦啓道

北本憲永、 神谷典男、増井浩
史、大杉浩一、渥美生弘、山本雅
紀、松林正、柴田涼4、四十宮公
平

第40回呼吸療法医学会 2018.08 東京

呼吸管理に
CEがもう一歩踏み込むために
三浦啓道
第2回事業団及び関連施設　呼吸療法専
門部会研修

2018.12 浜松

在宅酸素療法における当院での臨床工学技士の関わり秋元聡子 三木良浩、中村秀範 日本呼吸ケアリハビリテーション学会 2018.11 千葉

当院でのカテーテル業務の教育体制の
課題と対策

清水奎太

神谷典男、増井浩史、広瀬徳勝、
藤井洵希、九島裕樹、三浦啓道、
久保田沙也香、秋元聡子、古山
大志、草場嘉美、　北本憲永

第28回日本臨床工学技士会 2018.5 横浜

完全皮下植込み型除細動器（S-ICD）の
導入におけるCEの関わり

大平和

北本憲永、神谷典男、増井浩史、
広瀬徳勝、三浦啓道、古山大志、　
藤井洵希　、秋元聡子、清水圭
太、草場嘉美　、杉浦亮

静岡臨床工学学会 2018.6月 静岡

心臓カテーテル治療における CE（臨床工学技士）業務 　–緊急カテーテルで気をつけていること–藤井洵希 第12回　静岡血管撮影研究会 2018.9 静岡

不整脈認定試験　 対策 藤井洵希
第１回　事業団及び関連施設　不整脈専
門部会研修

2018.12 浜松

在宅酸素療法（HOT）における 当院での臨床工学技士（CE）の関わり古山大志

草場嘉美　清水圭太　秋元聡子　
九島裕樹　 藤井洵希　三浦啓道　
広瀬徳勝　久保田沙也香　増井
浩史　神谷典男　北本憲永

第８回静岡県西部RST交流会 2018.3 静岡

当院のRSTにおける安全管理
についての取り組み草場嘉美

増井　浩史、神谷　典男、広瀬　
徳勝、三浦　啓道、藤井　絢希、
秋元　聡子、清水　奎大、大平　
和、北本　憲永、

第９回静岡県西部RST交流会 2018.9 静岡

臨床工学技士による内視鏡センター
内での治療介助

黒﨑　瑠依

高柳綾子　大澤真智子　安藤零　
森谷千秋　杉山征四朗　久保田
沙也香　秋元聡子　水村敦子　草
場嘉美　氏原庸介　清水奎太　曽
根太一　鈴木健吾　鈴木らら　家
入瑞穂　久保田優　山崎絵里　北
本憲永

第8回中四国臨床工学会
2018．9.28－29 徳島

呼吸器外科手術での移動式CT,ナビ
ゲーションシステムの使用

内山明日香 佐川雅俊、鈴木克尚、北本憲永 日本臨床工学技士会 2018.5 横浜

術中運動誘発電位におけるTOFの測定
方法について 近藤京駿

大野喬亮、鈴木真紀子、鈴木克
尚、北本憲永 第十九回中部臨床工学技士会 2018.11.24～25 岐阜

鼓膜温と体温連続モニタリング システ
ムTemple Touch PRO™ との比較検討

佐川　雅俊 北本憲永 第40回日本手術医学会 2018/10 東京

整形外科手術に使用するパワーツール
のオリジナル滅菌ケース作成 鈴木敦章

山内健至、豊田理水、鈴木克尚、
渡口風、内山明日香、北本憲永 OR-CET 2018.3 京都

エンドリストの破損事例におけるCEの対
応について

堀口夏希
北本憲永、鈴木克尚、原真介、三
浦竜郎、氏原庸介、

第14回静岡県臨床工学技士会 2018.6 静岡

SDIケーブルによるトラブル発生軽減に
向けて 鈴木克尚 北本憲永 第31回日本内視鏡外科学会 2018.12 福岡

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

座長　BPAその他 北本憲永 第28回 日本臨床工学会 2018.5 横浜

座長　組織マネージメント 北本憲永 第28回 日本臨床工学会 2018.5 横浜

座長　体外循環教育講演 北本憲永 静岡Perfusionアカデミー 2018.9 静岡

コメンテータ 北本憲永 バイタル＆Eurosets Night in 金沢 2018.11 金沢

座長　共催セミナー 北本憲永 第8回中四国臨床工学技士会 2018.9 徳島

座長　特別講演 北本憲永 HLM Workshop 2018 2018.10 静岡

＜一般講演・その他の講演＞



座長　各社人工心肺の工夫 北本憲永 HLM Workshop 2018 2018.10 静岡

座長　体外循環を極める 北本憲永 第44回日本体外循環技術医学会 2018.11 金沢

座長　大動脈弁置換術中の体外循環管
理ビデオセッション

北本憲永
第41回日本体外循環技術医学会東海地
方会学術大会

2018.2 三重

座長　　BPA一般演題 北本憲永 第14回静岡臨床工学会 2018.6 静岡

座長　適切な止血管理のために 増井浩史
第 6 回 JaSECT 東海地方会学術セミ
ナー

2018.6 愛知

座長　内視鏡手術装置の管理 鈴木克尚 第14回静岡臨床工学会 2018.6 静岡

座長　　一般演題 西條幸志 第14回静岡臨床工学会 2018.6 静岡

座長 神谷典男 第6回EPデバイスフォーラム 2018.1 静岡

座長 神谷典男 第14回静岡県臨床工学技士会 2018.6 静岡

座長 神谷典男
第5回東海デバイスカンファレンス（D-
MaC)

2018.1 愛知

司会 神谷典男
静岡県臨床工学会主催第11回不整脈セ
ミナー

2018.1 静岡

司会 神谷典男
静岡県臨床工学会主催第7回不整脈セミ
ナー

2018.1 静岡

講師 広瀬徳勝 静岡Medtronicクライオ研究会 2018.8 静岡県

座長 三浦啓道 第９回静岡県西部RST交流会 2018.9 浜松

アシスタント 三浦啓道 FCCS 2018.1 浜松



Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地

事前胃瘻造設とNST介入により化学放
射線療法を完遂し得た上咽頭癌の1例

島田　友香里

鈴村　里佳、大原　裕史、冨田　
加奈恵、伊藤　小百合、水野　高
嗣、門田　千晶、福永　暁子、山
口　裕貴、袴田　桂、磯﨑　泰介

第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会 2018.2 横浜

管理栄養士から見た糖尿病 ～食事の
ポイント～

漆畑萌子 糖尿病・歯周病　講演会 2018.2 静岡

「食への思い」を尊重した栄養介入の一
例

源馬巴菜子 第65回日本栄養改善学会学術総会 2018.9 新潟

継続的栄養管理により自宅退院し得た
広範囲熱傷の一例

冨田加菜恵
大原裕史、鈴村里佳、伊藤小百
合、渡邊卓哉、磯﨑泰介

第33回日本静脈経腸栄養学会学術総会 2018.2 神奈川

はじめませんか食事療法 鈴村　里佳
第9回名古屋/浜松てんかん合同カンファ
ランス

2018.11 愛知

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

多職種連携によるチーム医療で実践す
る心臓リハビリテーション（座長）

鈴村　里佳 第2回浜松心不全チームディスカッション 2018.12 浜松

＜一般講演・その他の講演＞

栄養課



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名

手術室における働き方改革
-時間内稼働率向上とともに-

望月　卓馬 病院羅針盤 2018年11月 №135；P10-16
産労総合研究
所

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

DPC区間リストを用いた入院期間の
適正化に向けて

望月　卓馬
番匠千佳子、名倉桂古、宗像
倫子、山﨑高志

聖隷浜松病院医学雑誌 2018年 №2；P40-44

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞

情報分析の実際 望月　卓馬 第１１４回近畿病歴管理セミナー 2018年12月 大阪

＜一般講演・その他の講演＞ 手術室における時間内稼動率の向
上

望月　卓馬 第68回日本病院学会 2018年6月 金沢

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

web投稿記事 望月　卓馬 手術室稼動率と働き方改革 43313
https://www.c
bnews.jp/mgt/

経営企画室



Ⅰ著書 執筆タイトル 著者名 共著者／編者 書名 出版年.月 掲載頁 出版社名
20年の医療倫理問題検討委員会か
ら得た臨床倫理カンファのエッセン
ス

内田美加 清水貴子 Modern Physician 2018年No.1 2018.1 63-66 新興出版社

Ⅱ学術論文・総説 論文名 研究者名 共同研究者 掲載誌名 出版年 巻数（号数）；掲載頁

妊娠中から出産後まで～お母さん
になることを支える～

中野幸代 医療ソーシャルワーク　No.46 2017 2018.5

Ⅲ学会発表 演題名 演者 共同演者 開催数　学会名 開催年.月 開催地
＜指定講演・シンポジウム等＞ 　高度急性期医療の現場から―地

域共生社会実現に向けた医療倫理
問題
検討委員会の取り組み―

内田美加 日本臨床倫理学会第 6 回年次大会 2018.3 東京

がん患者の就労支援～ネットワーク
構築に向けた浜松地区地域がん診
療連携拠点病院の取り組み～

島田綾子
内田美加、和久田晴久、井上
景介、渡瀬則子

日本医療社会福祉協会全国大会 2018.6 香川

妊娠中から出産後まで～お母さん
になることを支える～

中野幸代 静岡県医療ソーシャルワーカー協会 2018.2 静岡

Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

シンポジウム 井上景介
平成29年度　在宅重症心身障害児
者対応他職種連携研修

H30.1 浜松

医療的ケア児の退院支援から見え
る医療と福祉の連携

井上景介 第48回静岡県西部周産期勉強会 H30.11 浜松

医療的ケア児の退院支援から見え
る医療と福祉の連携

井上景介
中遠地域自立支援協議会　訪問系
サービス研修

H30.10 磐田

医療福祉相談室

＜一般講演・その他の講演＞



Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

講師 笹ケ瀬晃央
学校法人名古屋大原学園　大原簿
記情報医療専門学校浜松校　学生
向け研修

2018.6 浜松

外来医事課



Ⅳその他 職務等 氏名 共同者名 会議名等 開催年.月 開催地 URL

大原簿記情報医療専門学校　２年
生次

大塩亜紀子 病院実務紹介・接遇講義 2018.2 浜松

外来サービス課
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