
1-1 業績集（著書・論文・学会発表等）        

 

 

＜内科＞ 

◇学会発表 

（1）［ポスター］佐野 功、伊藤みか：HbA1c の偽高値から判明した異常ヘモグロビン HbA2-

Niigataの２例 第 62回日本糖尿病学会年次学術集会 2019.5.23-25 仙台 

（2）［ジョイントセッション］大原一将、亀山智樹、中川夏輝、水野智恵美、橋詰綾乃、下司洋

臣、須原葉子、有田遥香、片口 彩、大屋由佳、相山扶美、浦野啓子、小中亮介、松下一紀、

小林朋子、澤田恵美子、庵 弘幸、野々村誠、井上 博：栄養指導は心不全患者の運動耐容

能改善に寄与する 第 25 回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 2019.7.13-14 

大阪 

（3）［ポスター］野々村誠、庵 弘幸、大原一将、茶谷健一、亀山智樹：冠動脈ステント端にト

ラップされたフィルター抜去に 018 IVUSが有用だった１例 第 28回日本心血管インター

ベンション治療学会 2019.9.19-21 名古屋 

（4）［口演］大原一将、亀山智樹、小林朋子、澤田恵美子、小中亮介 松下一紀、庵 弘幸、茶

谷健一、野々村誠：継続的な栄養指導が心臓リハビリテーション患者には必要である 日

本心臓リハビリテーション学会 第 5回北陸支部地方会 2019.11.16 金沢 

 

＜小児科＞ 

◇症例報告（論文） 

（1）Matsukura H, Tsubata S. Concurrent Streptococcal Pharyngitis and Appendicitis in 

a Boy with Neurodevelopmental Disorder. Am J Med Case Rep. Vol.7 No.9  197-199,  

2019 

（2）Matsukura H, Inomata S, Tanaka T. Unintentional Drowning Associated with Multiple 

Cerebral Cavernous Malformations. Am J Med Case Rep. Vol.7 No.9  217-218,  2019 

（3）Matsukura H, Takashima Y. Femur Fracture Caused by Falling of a Boy with 

Osteogenesis Imperfecta. Am J Med Case Rep.  Vol.8 No.4  98-99,  2020 

◇学会発表 

（1）［ポスター］松倉裕喜：慢性小児腎臓病疾患－社会的自立支援の難しさ 第 54回日本小児

腎臓病学術集会 2019.6.7 大阪 

 

＜外科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］福田裕顕、坂東 正、大澤宗士、小島博文、清水哲朗：鑑別診断に苦慮した肺癌の



小腸転移の１例 第 119回日本外科学会定期学術集会 2019.4.19 大阪 

（2）［ポスター］坂東 正、大澤宗士、小島博文、清水哲朗、藤井 努：幽門輪温存膵頭十二指腸

切除術後長期経過例における肝病態 第 119 回日本外科学会定期学術集会 2019.4.20 

大阪 

（3）［ポスター］坂東 正、小島博文、清水哲朗、菓子井良郎、井村穣二、渋谷和人、吉岡伊作

藤井 努：幽門輪温存膵頭十二指腸切除術後非 B 非 C 非アルコール性脂肪肝に発症した肝

細胞癌と肝内胆管癌の同時性重複癌 第 55回日本肝癌研究会 2019.7.5 東京  

（4）［ワークショップ］坂東 正、渋谷和人、吉岡伊作、藤井 努、井村穣二：MCN疑い病変の取

扱い－経過観察可能な病変はあるか？ 膵炎で発症した膵粘液性嚢胞腺腫の１切除例 第

50回日本膵臓学会大会 2019.7.13 東京  

（5）［ポスター］坂東 正、木村大輝、渋谷和人、吉岡伊作、藤井 努：幽門輪温存膵頭十二指腸

切除術後肝線維化の検討 第 46回日本膵切研究会 2019.8.23-24 下呂  

（6）［口演］坂東 正、渋谷和人、吉岡伊作、藤井 努、：胆嚢摘出術後高アミラーゼ血症 第 55

回日本胆道学会学術集会 2019.10.3 名古屋  

（7）［ポスター］木村大輝、坂東 正、渋谷和人、吉岡伊作、藤井 努：膵管内粘液性腺腫を合併

した胆嚢腺腫の１例 第 55回日本胆道学会学術集会 2019.10.4 名古屋  

（8）［ポスター］坂東 正、大澤宗士、渋谷和人、藤井 努、井村穣二：腸間膜神経内分泌癌の１

例 第 57回日本癌治療学会総会 2019.10.25 福岡  

（9）［ポスター］坂東 正、渋谷和人、吉岡伊作、藤井 努：Liver Fibrosis After Pylorus-

Preserving Pancreatoduodenectomy 50th Annual Meeting of the American Pancreatic 

Association 2019.11.7 Maui  

（10）［口演］坂東 正、小島博文、清水哲朗、藤井 努：小腸軸捻転症の１例 第 79回日本臨床

外科学会総会 2019.11.14 高知  

（11）［口演］坂東 正、小島博文、清水哲朗、渋谷和人、北條荘三、吉岡伊作、奥村知之、藤井 

努：腹腔鏡下胆嚢摘出術後高アミラーゼ血症 第 32 回日本内視鏡外科学会総会 

2019.12.6 横浜 

 

＜整形外科＞ 

◇原著 

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

ップの評価は正しいのか？ －プレカット法との比較－ JOSKAS 44：172-173, 2019.4.25  

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

2019.4.25 

（3）福島重宣、藤井秀人、佐々木正詞：前十字靭帯（ACL）と後十字靭帯（PCL）を温存する人

工膝関節置換術（TKA）成績向上のための臨床研究 済生会医学・福祉共同研究平成 30 年



度版 1-2頁 2019.10.31 

（4）藤井秀人、吉田 晃、高嶋勇人、吉田泰久：プレカット法 TKAの伸展ギャップ評価について

－modified gap 法のスペーサーブロックでの骨ギャップ評価との違い－ 日本人工関節

学会誌 49：35-36 2019.12.1 

（5）藤井秀人、吉田 晃、高嶋勇人、吉田泰久：CS型モバイル、Vanguard ROCCの使用経験 －

PCL 切除による大腿骨コンポーネントのサイズアップは必要か？－ 日本人工関節学会誌 

49：45-46 2019.12.1 

◇学会発表 

（1）［口演］藤井秀人：最近増えた UKA よくわかってないけど案外いいぞ 第 11 回北陸 TKA

勉強会 2019.4.13 金沢 

（2）［口演］藤井秀人、高嶋勇人：Curved gap gauge（CGG）を用いて内側のみを合わせるプレ

カット法 Attune CR の術後１年の成績 11th JOSKAS 2019.6.13-15 札幌 

（3）［口演］藤井秀人、高嶋勇人：膝リハビリクッション導入による TKA後の屈曲可動域の改善

効果 11th JOSKAS 2019.6.13-15 札幌  

（4）［ポスター］藤井秀人、高嶋勇人：10 代のバスケットボール試合中に生じた大腿骨骨幹部

骨折に対し Ender 釘による骨接合を施行した１例 第 45 回日本骨折治療学会 

2019.6.28-29 福岡 

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

について －スペーサーブロックでの骨ギャップ評価との違い － 第 47 回北陸リウマチ

関節外科研究会 2019.7.21 金沢 

（6）［口演］藤井秀人、吉田 晃、高嶋勇人、吉田泰久：早期退院を目指す TKA –術翌日追加カク

テル注射- 第 133回中部日本整形外科災害外科学会 2019.9.20-21 神戸 

（7）［口演］藤井秀人、吉田 晃、相川敬男、高島勇人：グラム染色検査による偽痛風の診断と

化膿性関節炎との鑑別に関する検討 第 133回中部日本整形外科災害外科学会 

2019.9.20-21 神戸  

（8）［ポスター］吉田泰久、吉田 晃、高嶋勇人、藤井秀人：人工膝関節全置換術後の踵骨裂離

骨折の１例 第 44回日本足の外科学会学術集会 2019.9.26-27 札幌  

（9）［口演］高嶋勇人、藤井秀人、吉田 晃、吉田泰久：骨吸収抑制薬治療開始前に歯科スクリ

ーニングを行うためのシステム作りと課題 第 21回日本骨粗鬆症学会 2019.10.11-13 

神戸 

（10）［口演］藤井秀人：CS型モバイル、Vanguard ROCCの術後１年の成績 第 47回日本関節病

学会 2019.11.21-22 福岡 

（11）［口演］藤井秀人：CRは measured、PSは gap、じゃあ CRの gapはどうなっている？ 第

12回北陸 TKA勉強会 2019.11.23 福井  

（12）［口演］藤井秀人、吉田 晃、高嶋勇人、吉田泰久：最近の手術技法における PCL切除に



よる屈曲ギャップの開大量について －大腿骨コンポーネントのサイズアップは必要か？ 

－ 第 50回日本人工関節学会 2020.2.21-22 福岡  

（13）［ポスター］藤井秀人、高嶋勇人：膝リハビリクッション導入後の人工関節チームスタッ

フのラーニングカーブ 第 50回日本人工関節学会 2020.2.21-22 福岡 

（14）［ポスター］高嶋勇人、藤井秀人、吉田 晃、吉田泰久：術翌日追加カクテル注射を併用

した１週間毎の片側 TKAと両側同時 TKAとの比較 第 50回日本人工関節学会 

2020.2.21-22 福岡 

（15）［ポスター］今市路子、西野美咲、藤井秀人：TKA術翌日追加カクテル注射による患者満

足度・看護業務量の検討 第 50回日本人工関節学会 2020.2.21-22 福岡 

◇講演会 

（1）藤井秀人：チーム医療、術後疼痛対策、いい手術、で TKA件数を増やそう －中小病院の立

場から－ 第 132 回中部日本整形外科災害外科学会 2019.4.5 津  

（2）高嶋勇人：目指そう！ 地域連携で効果的な骨粗鬆症治療 令和元年度第 1回「骨折ネット

ワークとやま」講演会 2019.6.24 富山  

（3）吉田泰久、吉田 晃、高嶋勇人、藤井秀人：ヒンジ型 TKA術後に生じた踵骨裂離骨折の１例 

第 1回北陸足の外科セミナー 2019.7.13 金沢  

（4）藤井秀人：高齢者の膝の痛み 令和元年度済生会富山病院市民公開講座 2019.7.13 富山 

（5）藤井秀人：金山式プレカット変法と術翌日追加カクテル注射 総合大雄会病院人工関節セ

ンター 第 9回人工関節セミナー 2019.8.4 一宮 

（6）高嶋勇人：目指そう！ 地域連携で効果的な骨粗鬆症治療 第 8回富山・滑川・かみいち整

形外科懇話会学術講演会 2019.10.15 富山 

（7）藤井秀人：術後疼痛対策 －術野カクテル注射に加えて－ Zimmer Biomet KNEE Symposium 

TOKYO 2019 2019.11.3 東京 

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

年度済生会富山病院市民公開講座 2020.1.13 富山 

 

◇記事掲載・TV放映・インターネット記事掲載等 

（1）少年の「野球肘」防げ 日本経済新聞 2019.4.22 

 

＜脳神経外科・脳卒中内科＞ 

◇総説 

（1）久保道也、桑山直也：脳静脈洞血栓症に続発する硬膜動静脈瘻：分かっていること、分か

らないこと． 特集：硬膜動静脈瘻の不思議． 脳血管内治療 NKC 5; 65-71,2020 

◇原著 

（1）Kitano T(1), Toda K(2), Yoshimura S(3), Uchida K(3), Yamagami H(4), Sakai N(5), 



Sakaguchi M(1), Nakamura H(1), Kishima H(1), Mochizuki H(1), Ezura M(6), Okada 

Y(7), Kitagawa K(8), Kimura K(9), Sasai M(10), Tanahashi N(11), Toyoda K(12), 

Furui E(13), Matsumaru Y(14), Minematsu K(12), Morimoto T(15).  Futile complete 

recanalization: patients characteristics and its time course. Sci Rep. 2020 Mar 

18;10(1):4973. doi: 10.1038/s41598-020-61748-y. 

（2）Itabashi R, Shigehatake Y, Yazawa Y, Endo K, Saito T, Fukuma K, Furui E, Mori E, 

Mori E. Phased changes in strategies can reduce delay of intravenous thrombolysis 

administration to 15min.  J Neurol Sci. 2019 Aug 15;403:59-64. doi:10. 1016/j. 

jns. 2019.06. 015. Epub 2019 Jun 13. PubMed PMID: 31226551. 

◇学会発表 

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

也、黒田 敏：逆行性内膜下アプローチにてステント留置術を行った鎖骨下動脈慢性閉塞の

２症例 第 51回日本脳神経血管内治療学会中部地方会 2019.4.6 名古屋 

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

也、黒田 敏：逆行性内膜下アプローチにてステント留置術を行った鎖骨下動脈慢性閉塞の

２症例 第 96回日本脳神経外科学会中部支部会 2019.4.20 岐阜 

（3）［口演］古井英介、加茂徹大、髙 正圭、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：大動脈弓部分枝

起始部の可動性プラークによる後方循環多発梗塞の１例 第 38 回日本脳神経超音波学会

総会 2019.6.8 奈良 

（4）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、髙 正圭、浜田さおり、堀江幸男、古井英介、黒

田 敏：頸静脈近傍部における動静脈シャントの評価 －骨内動静脈シャントはどこに起こ

りうるか？－ 第 52回日本脳神経血管内治療学会中部地方会 2019.8.3 名古屋 

（5）［口演］久保道也、岡本宗司、髙 正圭、浜田さおり、堀江幸男、古井英介、井上さやか：

嚥下障害を呈した延髄外側梗塞例の微小血管評価 －椎骨動脈の解離病変と動脈硬化性閉

塞病変の違い－ 第 25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会 2019.9.6-7 新潟 

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

介、黒田 敏：静脈洞血栓症に続発する硬膜動静脈瘻の発症と進行過程 －なぜ多発性病変

と円蓋 non-sinus 病変の２つが起こるのか？－ 第 78 回日本脳神経外科学会学術総会 

2019.10.9-12 大阪 

（7）［口演］古井英介、中川夏輝、髙 正圭、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：術前・術中の TCD

にて staged angioplastyを回避できた症候性頚部内頚動脈高度狭窄の１例：第 22回日本

栓子検出と治療学会 2019.10.19 岩手 

（8）［口演］岡本宗司、久保道也、髙 正圭、浜田さおり、堀江幸男、古井英介、桑山直也、黒

田 敏：鎖骨下動脈閉塞症に対するステント留置術 －CTO に対する内膜下アプローチ術前

の造影 CTA CPR・MPR 評価の有用性— 第 35回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総



会 2019.11.21-23 福岡 

（9）［口演］久保道也、桑山直也、岡本宗司、髙 正圭、丸山邦隆、堀江幸男、古井英介、黒田 

敏：硬膜動静脈瘻は収束して硬膜静脈洞開口部から流出する －硬膜動静脈瘻における横

静脈洞・S状静脈洞が示す異なる病態－ 第 35回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術

総会 2019.11.21-23 福岡 

（10）［シンポジウム］久保道也、桑山直也、岡本宗司、髙 正圭、丸山邦隆、堀江幸男、古井英

介、黒田 敏：Dural arteriovenous shunts after cerebral venous sinus thrombosis –

The two different clinical types of following AV shunts develop with same mechanism 

第 35回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 2019.11.21-23 福岡 

（11）［口演］丸山邦隆、久保道也、岡本宗司、古井英介、髙 正圭、堀江幸男、桑山直也、黒田 

敏：trans-STA アプローチにて両側 MMA塞栓術を行った難治性慢性硬膜下血腫の一例 第

28回北陸 IVNR研究会 2020.1.25 金沢 

◇講演会 

（1）［基調講演］久保道也：抗血栓薬内服患者の脳出血 －DOAC導入期と定着期で何が変わった

か？－ Expert Forum on Stroke 2019 2019.6.25 富山  

（2）［特別講演］久保道也：脳卒中二次予防のための院内外における多職種チーム構築と連携 

脳卒中の再発予防を考える会 2019.7.2 舞鶴 

（3）［特別講演］久保道也：実践的静脈解剖と実践的発生学の視点を重視した硬膜動静脈瘻の治

療戦略 脳血管内治療セミナーin群馬 2019.7.5 前橋  

（4）［特別講演］古井英介：頚動脈狭窄と心房細動 ～脳梗塞で何が重要か？～ 第 23回富山県

脳神経内科医会研究会 2019.7.10 富山 

（5）［特別講演］久保道也：脳卒中二次予防のための院内外における多職種チーム構築と連携－

抗血栓療法を含めて－ 東三河脳卒中懇話会 2019.7.13 豊橋  

（6）［特別講演］久保道也：脳卒中二次予防のための院内外における多職種チーム構築と連携 －

抗血栓療法を含めて－ 脳神経外科アゴラ 2019.7.27 関 

（7）［一般講演］髙 正圭：マイクロ手術道場での成長と今後の課題 第 8 回富山マイクロ手術

道場 2019.9.14 富山 

（8）［認定看護師教育課程研修講義］久保道也：摂食嚥下の構造と機能およびその障害(1)-(4) 

第 1限～第 4限富山県立大学・富山県認定看護師研修センター 2019.10.21 富山 

（9）［認定看護師教育課程研修講義］久保道也：摂食嚥下の構造と機能およびその障害(5)-(6) 

第 5限～第 6限富山県立大学・富山県認定看護師研修センター 2019.10.28 富山 

（10）[ランチョンセミナー]古井英介：脳卒中にとっての心房細動 第 37 回東海北陸ブロック

神経筋ネットワーク会議・研究会 2019.11.22 富山  

（11）[一般講演]髙 正圭：脳卒中の再発を防ぐためにはどうすればいい？ 第 13回脳卒中公開

講座 2019.12.1 富山 



（12）[一般講演]古井英介：脳卒中予防に何が重要か？ 第 13 回脳卒中公開講座 2019.12.1 

富山 

（13）[特別講演]久保道也：流出路と血栓に視点を据えた硬膜動静脈瘻の病態 第 3 回 Dural 

shunt & anatomy 道場 EAST 2019.12.7 東京 

（14）[教育講演]久保道也：後頭蓋窩の静脈解剖 AVANCE 2019winter：Angiographic Vascular 

Anatomy Course 2019.12.21 東京 

（15）[特別講演]古井英介：緊急血栓回収療法のための病診連携 ～心房細動との関連から ～ 

高岡地域連携推進の会 ～脳卒中・循環器病対策を考える～ 2020.2.6 富山 

 

＜泌尿器科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］風間泰蔵、保田賢司、木村仁美：男性不妊を契機として診断された球脊髄性筋萎縮

症の１例 第 55 回北陸生殖医学会 2019.6.9 金沢  

（2）［口演］遠田謙信、佐々木正詞、舟田あい子、風間泰蔵：急性期脳卒中患者における排尿動

作自立度とリハビリテーション実施単位数との関連性 第 32 回北陸排尿障害研究会 

2019.7.7 金沢 

（3）［口演］若林奈央、保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：後腹膜平滑筋肉腫の１例 第 148回富

山県泌尿器科医会 2019.7.25 富山  

（4）［口演］保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：多発骨転移を有する尿路および消化器重複癌の１

例 第 148回富山県泌尿器科医会 2019.7.25 富山 

（5）［口演］風間泰蔵、保田賢司、木村仁美：悪性リンパ腫を伴った膀胱癌の１例 第 149回富

山県泌尿器科医会 2019.10.17 富山 

（6）［口演］保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：悪性リンパ腫を合併した尿路上皮癌の１例 第 149

回富山県泌尿器科医会 2019.10.17 富山 

（7）［ポスター］保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：当院における進行性尿路上皮癌に対する

Pembrolizmabの初期使用経験 第 69回日本泌尿器科学会中部総会 2019.10.31 名古屋 

（8）［口演］木村仁美、保田賢司、風間泰蔵：後腹膜平滑筋肉腫の１例 第 466回日本泌尿器科

学会北陸地方会 2019.11.24 金沢 

（9）［口演］保田賢司、木村仁美、風間泰蔵：当院における進行性尿路上皮癌に対する

Pembrolizmabの初期使用経験 第 4回腎泌尿器科疾患研究会 2019.12.7 富山 

◇記事掲載・TV放映・インターネット記事掲載等 

（1）風間泰蔵、保田賢司、木村仁美：男性不妊症について 最近の症例から 富山市医師会報 

P14-17 2019.9  

◇その他 

（1）風間泰蔵、保田賢司、木村仁美：男性不妊症について 最近の症例から 済生会富山病院 



地域連携の会 2019.6.25 富山 

（2）風間泰蔵：精子の奥深～い話 不妊専門相談センター 不妊相談会 2019.8.3 富山 

 

＜看護部＞ 

◇学会発表 

（1）［ポスター］村川高明：嚥下リハ奏功の予後因子として OHATは活用できるか？ 第 25回日

本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 2019.9.6 新潟 

（2）［口演］山田真優、浅尾智子：A病棟における退院支援ワーキンググループの取り組み 第

46回日本脳神経看護研究学会 2019.10.12 大阪 

（3）［口演］柳原照代：がん性疼痛看護に関する訪問看護師の抵抗感や困難感 第 30 回富山県

看護研究学会 2019.12.7 富山 

（4）［ポスター］平野奈央子、横井容子：外来看護師が救急センター勤務で抱えるストレスの内     

容 第 74回富山県医学会 2020.1.19 富山 

（5）［口演］舟田あい子：ストーマセルフケア困難患者に対し早期ストーマ閉鎖術を施行した１

例 第 37回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会 2020.2.7-8 静岡 

（6）［口演］横井容子、平野奈央子：外来看護師が救急センター勤務で抱えるストレスの内容 第

72回済生会学会 2020.2.9 新潟 

◇講演会 

（1）藤縄マスミ：認知症家族介護予防教室 2020.1.17 富山 

 

＜薬剤科＞ 

◇学会発表 

（1）［ポスター］芝田和輝、深川 裕、篠田健一：当院における抗菌薬適正使用支援の現状と課

題 第 52回北陸信越薬剤師学術大会 2019.9.23 福井 

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

村誠、亀山智樹：心肺蘇生時における抗不整脈薬の使用実態とセット運用による薬剤師の

貢献 第 29回日本医療薬学会年会 2019.11.3 福岡 

（3）［ポスター］芝田和輝、深川 裕、篠田健一、井上清子、谷内隆浩、清水哲朗：抗菌薬適正

使用支援プログラムの推進と現状～当院における AST活動と経口抗菌薬使用状況～ 第 29

回日本医療薬学会年会 2019.11.3 福岡 

◇講演会 

（1）芝田和輝：脳卒中医療に役立つ薬の知識 済生会富山病院 2019 年脳卒中合宿セミナー 

2019.6.22 富山  

（2）篠田健一：医薬品手順書の改訂と安全事項に関わる事項 富山県病院薬剤師会医薬品安全

管理研修会（院内研修） 2019.11.26 富山 



＜放射線技術科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］渡邊篤史、五十嵐進：放射線業務の安全管理に対する試み －Risk Mapによるイン

シデント解析－ 第 19回富山県公的病院医療安全研究大会 2019.6.29 高岡 

（2）［ポスター］平野貴大、前多尚人、渡邊篤史：人工膝関節置換術術後患者における膝関節側

面撮影用補助具の作成と使用経験 第 35 回日本診療放射線技師学術大会 2019.9.16 大

宮 

（3）［ポスター］藤本勝明、平野貴大、山本由利子、中居香菜恵、石田咲樹、岡本昌幸、渡邊篤

史、五十嵐進：Usefulness of BPAS-MPR image in evaluation of vertebral-basilar 

artery appearance using variable refocus flip angle 3D-TSE 第 47回日本核磁気共

鳴医学会大会 2019.9.20 熊本 

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

井英介、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒田 敏：脳血管内治療における患者水晶体線量

低減の取り組み：３報 第 35回日本脳神経血管内治療学会学術総会 2019.11.22 福岡 

（5）［口演］高橋亮次、石﨑宗一郎、野崎春奈、神保江梨香、上田周平、前多尚人、麦谷 健、

岡本宗司、久保道也、堀江幸男、桑山直也、黒田 敏：CE Boostを用いた頭部 3D-CTAにお

ける前脈絡叢動脈描出能向上の検討 第 35 回日本脳神経血管内治療学会学術総会 

2019.11.22 福岡 

◇講演会 

（1）高橋亮次：当院における 320 列 CT の頭部領域の活用 第 10 回北陸地区 Aquilion ユーザ

ー会 2019.6.29 金沢 

（2）藤本勝明：腹部救急疾患に対する検査の組み立て方と撮像技術 日本放射線技術学会 MR

研究会 2019.8.10 富山 

（3）高橋亮次：CTの基礎知識の理解と現実的な臨床応用「ピッチの画質への影響と臨床へのワ

ンポイント」 富山県 CT研究会 ボトムアップセミナー 2019.9.19、10.3、10.10 黒部、

高岡、富山 

（4）麦谷 健：心アミロイドーシスの疾患と検査 富山市核医学技術勉強会 2019.10.8 富山 

（5）石﨑宗一郎：脳血管内治療の被曝低減と画像評価 日本放射線技術学会中部支部 アンギオ

研究会 2019.9.21、2020.1.11 金沢、名古屋 

（6）石﨑宗一郎：ランチョンミニ講座「冠動脈造影の過去・現在」 北陸アンギオ研究会・冠

動脈模型作成教室 2020.2.2 金沢 

（7）渡邊篤史：冠動脈模型作成を前に －基本解剖と冠動脈撮影像－ 北陸アンギオ研究会・冠

動脈模型作成教室 2020.2.2 金沢 

◇記事掲載・TV放映・インターネット記事掲載等 

（1）藤本勝明：画像診断に役立つ撮像技術「脳動脈解離に於ける追加撮像：BPAS編」 医療情



報系インターネットサイト e-siteヘルスケア社 2019.4.10配信 

（2）藤本勝明：画像診断に役立つ撮像技術「脳動脈解離の撮像のポイント教えます！」 医療

情報系インターネットサイト e-siteヘルスケア社 2019.5.15配信 

（3）藤本勝明：画像診断に役立つ撮像技術「追加 MRA 撮像のポイント教えます！」 医療情報

系インターネットサイト e-siteヘルスケア社 2019.6.12配信 

 

＜臨床検査科＞ 

◇学会発表 

（1）［口演］中川夏輝、古井英介、橋詰綾乃、杉田奈緒美、千代理絵、下司洋臣、坂本 勉、浜

田さおり、髙 正圭、岡本宗司、久保道也、堀江幸男：下肢静脈からのコントラストエコー

法が卵円孔開存の診断に有用であった一例  第 22 回日本栓子検出と治療学会 

2019.10.18-19 盛岡 

 

＜病理診断科＞ 

◇原著 

（1）Suzuki H, Kina K, Yamaguchi K, Kosuge Y, Tajika Y, Kobayashi K, Imai T. Changes 

in lactate dehydrogenase isozyme expression and activity during  during 

development in mouse testis. Int J Anal Bio-Sci Vol.7,No2 26-34, 2019 

◇その他の執筆活動 

（1）Tajika Y, Suzuki H. Report on the Process of Application for the International 

Certificate International Cytotechonologist Examination. Rinsho Byori Vol.67 

No.10 1017-1019, 2019  

◇学会発表 

（1）［ポスター］田近洋介、中島悠樹、折田 恵：細胞診領域の国際資格について 米国臨床病

理学会（American Society for Clinical Pathology:ASCP）認定の細胞検査士受験報告 第

68回日本医学検査学会 2019.5.19 山口  

（2）［ポスター］折田 恵、田近洋介、中島悠樹、井村穣二：腹腔内に発生した大細胞神経内分

泌癌の一例 第 60回日本臨床細胞学会総会春期大会 2019.6.9  東京 

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

Lymphomaの一例 第 72回済生会学会 2020.2.9 新潟 

 

＜リハビリテーション科＞ 

◇学会発表 

（1）［ポスター］飛田佳乃、森川宥子、佐々木正詞、高柳 賢、森 拓也、藤井秀人：人工膝関

節全置換術後１ヶ月の ADL に影響を与える因子 –急性期の視点から- JOSKAS2019 第 11



回日本膝関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 2019.6.13-15 札幌  

（2）［ポスター］松下一紀、大原一将、小中亮介、有田遥香、片口 彩、大屋由佳、相山扶美、

浦野啓子、立野紗由里、橋詰綾乃、水野智恵美、中川夏輝、千代理絵、須原葉子、庵 弘幸、

野々村誠、亀山智樹、井上 博：心血管疾患合併フレイル患者のフレイル改善に関連する因

子の検討 第 25 回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 2019.7.13-14 大阪 

（3）［口演］織田洋輔、稲垣麻恵、森 拓也、前川典子、森田智恵子、谷内隆浩、松原涼子、小

中絢子、川岸稔幸、野々村誠：当院の誤嚥性肺炎患者の在院日数に及ぼす要因 第 29回日

本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 2019.11.11-12 名古屋  

（4）［ポスター］高橋香織：FAP の進行性症状により自己導尿に難渋し自宅退院困難となった

症例 第 19回東海北陸作業療法学会 2019.11.16-17 浜松  

◇講演会 

（1）山本晃彦：今から出来る嚥下リハビリ体操 岩瀬・萩浦地域包括支援センター 出張講演 

2019.9.4-5 富山 

（2）山本晃彦：誤嚥性肺炎にならないための予防リハビリ 百塚地域包括支援センター 出張

講演 2019.9.11 富山 

（3）山本晃彦：今から出来る嚥下リハビリ体操 豊田地域包括支援センター 出張講演 

2019.12.26 富山 

（4）山本晃彦：診療報酬改定の勉強会 富山県言語聴覚士会 医療介護保険支部 2019.12.20 

高岡 

（5）山本晃彦、坂口奈美子、笹木菜奈未、渡辺健：言語聴覚士による摂食嚥下訓練 富山県歯

科医師会 2019.10.9、10.16 富山、高岡 

◇その他 

（1）山本晃彦：言語聴覚概論 成人 富山リハビリテーション医療福祉大学校 2019.11.7、

2020.1.16、1.23、1.30、2.6 富山 

 

＜栄養管理科＞ 

◇学会発表 

（1）[シンポジスト]小林朋子：心臓リハビリにおける多職種連携 日本心臓リハビリテーショ

ン学会 第 5回北陸支部地方会 2019.11.16 金沢 

（2）［ポスター］小林朋子、佐竹明奈、小中絢子、澤田恵美子、竹之内弘美：栄養指導件数増

加に向けた業務改善の取り組みについて報告 第 23 回日本病態栄養学会年次学術集会 

2020.1.26 京都 

◇その他 

（1）竹之内弘美：フレイル予防に必要な食事について 包括介護予防教室 2019.6.26 富山 

（2）竹之内弘美：災害時の食事提供 ～マニュアル作成と備蓄食品の具体的な進め方 ～ 富山



県栄養士会 生涯教育研修会 2019.9.15 富山 

（3）竹之内弘美：免疫力 UPで、風邪を予防しよう！ 介護予防地域説明会 2019.12.5 高岡 

 

＜歯科口腔外科＞ 

◇講演会 

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

2019.6.12 富山 

◇その他 

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

認定看護師教育センター 2019.12.19 富山 

 

 


