
業 績

（2020）

著書（単行本）

呼吸器内科
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

竹田 隆之 第 1章 当直医のために 隔離を要する感染症 肺結核の初期対応，当
直医マニュアル 2021，第 24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 3章 多臓器系統の鑑別を要する症候 咳，痰，当直医マニュアル
2021，第 24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 3章 多臓器系統の鑑別を要する症候 血痰・喀血，当直医マニュア
ル 2021，第 24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 3章 多臓器系統の鑑別を要する症候 呼吸困難，当直医マニュアル
2021，第 24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 過換気症候群，当直医マニュアル 2021，第
24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 気管支炎・肺炎，当直医マニュアル 2021，
第 24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 気管支喘息急性増悪，当直医マニュアル
2021，第 24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の増悪，当直医
マニュアル 2021，第 24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 気胸，当直医マニュアル 2021，第 24版，医
歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 胸水，当直医マニュアル 2021，第 24版，医
歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 呼吸不全，当直医マニュアル 2021，第 24
版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 ARDS（急性呼吸促迫症候群），当直医マニュ
アル 2021，第 24版，医歯薬出版

2020. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 人工呼吸器，当直医マニュアル 2021，第 24
版，医歯薬出版

2020. 12

萬代晃一朗，宇野 耕治
白川 敦史，岡田 雄介
鈴木 安曇，河村 卓二
安田健治朗

圧排や狭窄を呈する病変（非乳頭部）の内視鏡診断，消化器内視鏡，32
（7），東京医学社

2020. 7

萬代晃一朗，宇野 耕治
安田健治朗

胆管潰瘍，消化器内視鏡，32（10），東京医学社 2020. 10

萬代晃一朗，宇野 耕治
安田健治朗

胆摘後の胆管粘膜下腫瘤，消化器内視鏡，32（10），東京医学社 2020. 10

消化器内科
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日
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長村 敏生 乳幼児突然死症候群，水口 雅，市橋 光，崎山 弘，伊藤秀一編．今
日の小児治療指針．17版．東京：医学書院，2527

2020.

長村 敏生（監修） 子どもの事故防止実践マニュアル
－社会全体（大人の力）で子どもたちを事故から守るために－（改訂
16版），京都市子ども保健医療相談・事故防止センター

2020. 4. 1

長村 敏生（監修） 子どもの事故の応急手当マニュアル（改訂 16版），京都市子ども保健医
療相談・事故防止センター

2020. 4. 1

小 児 科
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

出島 健司 特集 慢性副鼻腔炎治療の新展開
－生物学的製剤デュピルマブの登場－6．慢性副鼻腔炎 1）薬物治療－
従来の薬物療法とその限界－，Progress in Medicine, 40 : 703707

2020.

出島 健司 特集 耳鼻咽喉科診療 Q&A 鼻科領域 23. ESS 術後でも術後性上顎
嚢胞は起こりますか？，JOHNS, 36（9）：11981199

2020.

耳鼻咽喉科・気管食道外科
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

野口 直希＊，山田 幸美
他

腟・外陰部・尿道疾患（13章），症例から学ぶ産婦人科疾患の画像診
断，メディカル・サイエンス・インターナショナル，363387

2020.

放射線診断・治療科
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

梶迫 絵美 高い機動性を備えたポータブル装置 CALNEO AQRO, Rad Fan Vol.19
No.1，メディカルアイ，8487

2020. 12. 25

放射線科（技師）
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

中沼 安二＊，他（編集）
安川 覚，他

Ⅲ章腫瘍性疾患の病理 3．浸潤性膵管癌（IDC） C．腺扁平上皮癌，
粘液癌，退形成癌，髄様癌，膵臓を診る医師のための膵臓病理テキス
ト，初版，南江堂，151156

2020. 10

病理診断科
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

中島 聡志 スペシャリストがおくるオススメ処方・ダメ処方 救急科のオススメ処
方，JCOSMO, 2（2），199200

2020. 4

石井 亘 第 8章 四肢・骨盤外傷，交通外傷 :メカニズムから診療まで＝Traffic
injury，名古屋大学出版会

2020. 6

救 急 科
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

堀内あす香 薬学臨床の基礎，薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2020年
版

2020. 1. 31

加藤 良隆 薬物療法の実践，薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2020年
版

2020. 1. 31

薬 剤 部
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日
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淺野 耕太 がん患者・家族が作りたくなるレシピ ミニブック，MC メディカ出
版，YORI-SOU がんナーシング 2020年春季増刊特別企画

2020. 2. 20

淺野 耕太 3分で分かるがんのケア＆患者説明，分担執筆：がん薬物療法患者の精
神的ケア，CINV，便秘，下痢，食欲不振，味覚障害，骨髄抑制：白血
球減少，貧血，血小板減少，MC メディカ出版，YORI-SOU がんナーシ
ング 2020年春季増刊号，51-59

2020. 2. 20

淺野 耕太 免疫チェックポイント阻害薬
～知って実践！免疫関連有害事象マネジメント～，がん看護，25（4），
南江堂，309-312

2020. 4. 20

淺野 耕太 特集：事例で考える予防的スキンケア，大腸がん薬物療法中の予防的ス
キンケア，看護技術，66（9），メディカルフレンド社，955-961

2020. 8

淺野 耕太 ケアのスタートは会話から 患者さんからどうやって引き出す？，がん
薬物療法の副作用，MC メディカ出版，YORI-SOU がんナーシング
2020, 12（6）：5-56

2020. 12

看 護 部
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

近藤 大志 冬の感染症シーズンに備えよう！ 水回りチェックブック 指導偏 清
掃業者への水回りの指導方法，INFECTION CONTROL 29（12），メディ
カ出版，55-60

2020. 11. 12

感染管理室
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

青森 達，田中 聖人
畔上 和也，植村 康一
後藤 輝明，滝田 諭
原 靖明，安田 暢子
渡部 正之

薬局におけるバーコードの利活用に係る実態調査及び実証調査，UDI
利活用推進事業 報告書

2020. 3. 1

医療情報室
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

著書（単行本） ８５



論 文

血 液 内 科

R. Isa*, N. Uoshima,
Y. Kamitsuji, N. Sasaki,
Kyoto Clinical Hematology
Study Group investigators

Sequential therapy of four cycles of bortezomib,
melphalan, and prednisolone followed by con
tinuous lenalidomide and dexamethasone for
transplantineligible newly diagnosed multiple
myeloma

Annals of Hematology,
99 : 137145

2020. 1

S. Kimura*, N. Uoshima ;
DADI Trial Group.

Treatmentfree remission after firstline dasatinib
discontinuation in patients with chronic myeloid
leukaemia（firstline DADI trial）: a singlearm,
multicentre, phase 2 trial

The Lancet Haematology,
7 : e218e225

2020. 3

S. Kurosawa*, N. Uoshima,
et al.

The prognostic impact of FLT3ITD, NPM1 and
CEBPa in cytogenetically intermediate  risk
AML after first relapse

International Journal of
Hematology, 112 : 200
209.

2020. 8

A. Nakaya*, N. Uoshima,
et al.

Retrospective multicenter study of Adolescent
and Young Adult（AYA）Multiple Myeloma in
Kansai Myeloma Forum registry

International Journal of
Hematology, 112 : 435
438

2020. 10

A. Nakaya*, N. Uoshima,
et al.

Retrospective analysis of plasmacytoma in Kan
sai Myeloma Forum Registry

International Journal of
Hematology, 12 : 666673

2020. 11

Y. Chinen*, N. Uoshima,
Y. Kobayashi, et al.

Second primary malignancy after rituximabcon
taining immunochemotherapy for diffuse large B
cell lymphoma

Leukemia & lymphoma,
61 : 33783386

2020. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科

H. Okada*, M. Tanaka,
G. Hasegawa, H. Nakajima,
M. Kadono, Y. Okada,
A. Hirata, H. Oyamada,
T. Yamane, M. Fukui

Comparison of the Efficacy of Repaglinide Ver
sus the Combination of Mitiglinide and Vo
glibose on Glycemic Variability in Japanese Pa
tients with Type 2 Diabetes

Current Pharmaceutical
Design, 25（43）：4600
4605

2020. 11

井川 理，内田 真哉
村上 徹，盛田 篤広
山口真紀子，山下 弘子
木藤 淑子，松田小百合
藤本 彩花，中西 裕明
加藤 良隆，堀内あす香
藤田 敦夫，白濱なおみ
小原真菜美

当院 NST のあゆみとこれからの栄養管理 京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 98108

2020. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

循環器内科
著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

N. Wakana*, K. Zen,
D. Kambayashi, Y. Kadoya,
K. Kuwabara, T. Kato,
Y. Tsubakimoto, T. Nakagami,
M. Ozaki, S. Yamaguchi,
K. Yakabe, K. Yanishi,
N. Nakanishi, T. Nakamura,
S. Matoba

A Newly Designed 0.018in.compatible Inner
Dilator as a Novel Option for Endovascular
Therapy With the Crossover Approach

Cardiovascular Intervention
and Therapeutics, 35（3）：
276282

2020. 7
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著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
Y. Yamauchi*, M. Takahara,
Y. Shintani, O. Iida,
T. Sugano, Y. Yamamoto,
D. Kawasaki, M. Fujihara,
K. Hirano, Y. Soga,
Y. Tsubakimoto, H. Yokoi,
A. Miyamoto, M. Nakamura

Three-Year Outcomes of Endovascular Therapy
for Aortoiliac Lesions

Circulation. Cardiovascu-
lar interventions, 13（8）：
e009168

2020. 8

Y. Yamamoto*, O. Kawarada,
H. Ando, H. Anzai,
K. Zen, K. Tamura,
K. Tsukahara, Y. Tsubakimoto,
M. Toma, S. Nakamura,
H. Nakamura, K. Hozawa,
Y. Yokoi, S. Yasuda

Effects of High-Speed Rotational Atherectomy
in Peripheral Artery Disease Patients With Cal-
cified Lesions : A Retrospective Multicenter
Registry

Cardiovascular Intervention
and Therapeutics, 35（4）：
393-397

2020. 10

Y. Tsubakimoto, T. Nakama,
D. Kamoi, H. Andoh,
K. Urasawa

Outcomes of Pedal Artery Angioplasty Are In-
dependent of the Severity of Inframalleolar Dis-
ease : A Subanalysis of the Multicenter REN-
DEZVOUS Registry

Journal of Endovascular
Therapy, 27（2）：186-19

2020.

M. Fukunaga*, K. Fujii,
M. Takahara, M. Fujihara,
M. Utsunomiya, S. Sasaki,
Y. Tsubakimoto, T. Shiraki,
T. Inoue, H. Aihara,
Y. Iwasaki, K. Azuma,
T. Nakata, O. Iida,
H. Yokoi, Y. Yokoi,
D. Kawasaki

Assessment of Microvasculature After Interven-
tion as a Predictor of Wound Healing in Patients
With Tissue Loss

JACC. Cardiovascular in-
terventions, 13（8）：976-
985

2020.

O. Kawarada*, K. Hozawa,
K. Zen, HL. Huang,
SH. Kim, D. Choi,
K. Park, K. Kato,
T. Kato, Y. Tsubakimoto,
S. Ichihashi, N. Fujimura,
A. Higashimori, T. Sato,
B. PY Yan, S. YC Pang,
C. Wongwanit, YP. Leong,
B. Chua, RK. George,
IC. Chen, JK. Lee,
CH. Hsu, U. Pua,
Y. Iwata, K. Miki,
K. Okada, H. Obara

Peak Systolic Velocity Ratio Derived From
Quantitative Vessel Analysis for Restenosis Af-
ter Femoropopliteal Intervention : A Multidisci-
plinary Review From Endovascular Asia

Cardiovascular Intervention
and Therapeutics, 35（1）：
52-61

2020.

呼吸器内科
著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

Y. Kurono, T. Takeda,
Y. Kunimatsu, N. Tani,
I. Hashimoto, K. Hirose

Vogt-Koyanagi-Harada disease during chemoim-
munotherapy for non-small cell lung cancer

Respirology Case Reports,
8 : e00545

2020. 2

T. Takeda, Y. Kunimatsu,
N. Tani, I. Hashimoto,
Y. Kurono, K. Hirose

Improvement in subjective symptoms and toler-
ability in response to nintedanib treatment in
elderly patients with idiopathic pulmonary fibro-
sis

Journal of Clinical Medi-
cine, 9 : 755

2020. 3

論 文 ８７



著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
A. Nakao, O. Hiranuma,
J. Uchino, C. Sakaguchi,
T. Araya, N. Hiraoka,
T. Ishizuka, T. Takeda,
M. Kawasaki, Y. Goto,
H. Imai, N. Hattori,
K. Nakatomi, H. Uramoto,
K. Uryu, M. Fukuda,
Y. Uchida, T. Yokoyama,
M. Akai, T. Mio,
S. Nagashima, Y. Chihara,
N. Tamiya, Y. Kaneko,
T. Mouri, T. Yamada,
K. Yoshimura, M. Fujita,
K. Takayama

Final results from a phase II trial of osimertinib
for elderly patients with epidermal growth factor
receptor t790 m-positive non-small cell lung
cancer that progressed during previous treatment

Journal of Clinical Medi-
cine, 9 : 1762

2020. 6

N. Kataoka, Y. Kunimatsu,
Y. Tachibana, T. Sugimoto,
I. Sato, N. Tani,
Y. Ogura, K. Hirose,
T. Takeda

Atezolizumab in combination with carboplatin
and etoposide for heavily treated small cell lung
cancer

Thoracic Cancer, 11 :
2740-2742

2020. 7

Y. Kunimatsu, N. Tani,
I. Sato, Y. Ogura,
K. Hirose, T. Takeda

IgG4-related lung disease progressing to respira-
tory failure

Respirology Case Reports,
8 : e00641

2020. 8

I. Sato, H. Mizuno,
N. Kataoka, Y. Kunimatsu,
Y. Tachibana, T. Sugimoto,
N. Tani, Y. Ogura,
K. Hirose, T. Takeda

Osimertinib-associated toxic epidermal necroly-
sis in a lung cancer patient harboring an EGFR
mutation—A case report and a review of the lit-
erature

Medicina, 56 : 403 2020. 8

N. Tani, Y. Kunimatsu,
I. Sato, Y. Ogura,
K. Hirose, T. Takeda

Drug-induced interstitial lung disease associated
with dasatinib coinciding with active tuberculo-
sis

Respirology Case Reports,
8 : e00654

2020. 8

H. Itano, T. Takeda,
T. Yamada, M. Koide,
T. Kobayashi

Heterologous sarcomatoid pleural mesothelioma
with osteosarcomatous differentiation : a report
of autopsy case that accomplished trimodality
therapy and review of the literature

General Thoracic and Car-
diovascular Surgery, 68 :
871-879

2020. 8

T. Ota, T. Fukui,
Y. Nakahara, T. Takeda,
J. Uchino, T. Mouri,
K. Kudo, S. Nakajima,
T. Suzumura, M. Fukuoka

Serum immune modulators during the first cycle
of anti-PD-1 antibody therapy in non-small cell
lung cancer : Perforin as a biomarker

Thoracic Cancer, 11 :
3223-3233

2020. 9

Y. Katayama, T. Yamada,
Y. Chihara, S. Tanaka,
K. Tanimura, N. Okura,
K. Hirose, S. Uda,
S. Shiotsu, S. Hirai,
O. Hiranuma, T. Harada,
T. Shimamoto, M. Iwasaku,
Y. Kaneko, J. Uchino,
T. Takeda, K. Takayama

Significance of inflammatory indexes in atezoli-
zumab monotherapy outcomes in previously
treated non-small-cell lung cancer patients

Scientific Reports, 10 :
17495

2020. 10
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消化器内科

T. Kawamura, et al Indications for cold polypectomy stratified by
the colorectal polyp size : A systematic review
and meta-analysis

Journal of the anus, rec-
tum, and colon, 4 : 67-78

2020. 4. 28

田中 聖人 消化器内視鏡診断支援での AI 導入の動向と
看護・介護者に求められる役割

消化器看護：がん・化学
療法・内視鏡，25（3）：
50-55

2020. 7

K. Mandai, K. Uno,
A. Suzuki, K. Tanaka,
K. Yasuda

Use of argon plasma coagulation to successfully
retrieve a snare forceps stuck in a laser-cut cov-
ered self-expandable metal biliary stent

Endoscopy, 52（7）：E255-
E256

2020. 7

K. Mandai, K. Uno,
K. Yasuda

A direct peroral cholangioscopy-assisted therapy
for a choledochojejunostomy anastomotic stric-
ture via EUS-guided hepaticogastrosotomy

Journal of hepatobiliary-
pancreatic sciences, 27
（7）：437-438

2020. 7

斉藤 豊，岡 志郎
河村 卓二，他

大腸内視鏡スクリーニングとサーベイランス
ガイドライン

Gastroenterological Endo-
scopy, 62 : 1519-1560

2020. 8. 1

K. Mandai, K. Uno,
K. Yasuda

Efficacy and Safety of Short-type Single Bal-
loon Enteroscopy-assisted Peroral Direct Cho-
langioscopy Using an Ultra-slim Endoscope in
Patients With Surgically Altered Anatomy

Surgical laparoscopy, en-
doscopy & percutaneous
techniques, 30（4）：327-
331

2020. 8

T. Kawamura, T. Inoue,
R. Shinomiya, H. Sakai,
K. Amamiya, N. Sakiyama,
A. Shirakawa, Y. Okada,
K. Sanada, K. Nakase,
K. Mandai, A. Suzuki,
M. Kamaguchi, A. Morita,
K. Nishioji, K. Tanaka,
K. Uno, I. Yokota,
M. Kobayashi, K. Yasuda

Significance of fecal hemoglobin concentration
for predicting risk of colorectal cancer after
colonoscopy

JGH Open, 4 : 898-902 2020. 10. 1

井上 貴斗，河村 卓二
宇野 耕治

虫垂開口部から噴出する白色粘液 消化器内視鏡，32 : 1559
-1560

2020. 10

河村 卓二，中村 志歩
宇野 耕治

盲腸の芋虫状腫瘤 消化器内視鏡，32 : 1561
-1562

2020. 10

曽根 大暉，河村 卓二
宇野 耕治

易出血性で不整な直腸腫瘤性病変 消化器内視鏡，32 : 1563
-1564

2020. 10

四宮 遼，河村 卓二
宇野 耕治

出血を伴う胃の隆起性病変 消化器内視鏡，32 : 1447
-1448

2020. 10

黄 哲久，河村 卓二
宇野 耕治

十二指腸の粘膜下血腫 消化器内視鏡，32 : 1537
-1538

2020. 10

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
K. Morimoto, T. Yamada,
R. Nakamura, Y. Katayama,
S. Tanaka, C. Takumi,
N. Hiraoka, Y. Ogura,
T. Takeda, K. Onoi,
Y. Chihara, R. Taniguchi,
T. Yamada, Y. Matsui,
O. Hiranuma, Y. Morimoto,
M. Iwasaku, Y. Kaneko,
J. Uchino, K. Takayama

Impact of preexisting antinuclear antibodies on
combined immunotherapy and chemotherapy in
advanced non-small cell lung cancer patients

Medical Oncology, 37 :
111

2020. 11

木村 拓，廣瀬 和紀
國松 勇介，谷 望未
佐藤いずみ，小倉 由莉
瀬野 真文，竹田 隆之

抗 MDA5抗体陽性の急速進行性間質性肺炎
に対して血漿交換療法を含めた集学的治療を
行った 1例

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 90-97

2020. 12
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脳神経内科

M. Koga*, H. Yamamoto,
M. Inoue, K. Asakura,
J. Aoki, T. Hamasaki,
T. Kanzawa, R. Kondo,
M. Ohtaki, R. Itabashi,
K. Kamiyama, T. Iwama,
T. Nakase, Y. Yakushiji,
S. Igarashi, Y. Nagakane,
S. Takizawa, Y. Okada,
R. Doijiri, A. Tsujino,
Y. Ito, H. Ohnishi,
T. Inoue, Y. Takagi,
Y. Hasegawa, Y. Shiokawa,
N. Sakai, M. Osaki,
Y. Uesaka, S. Yoshimura,
T. Urabe, T. Ueda,
M. Ihara, T. Kitazono,
M. Sasaki, A. Oita,
S. Yoshimura, M. Fukuda-Doi,
K. Miwa, K. Kimura,
K. Minematsu, K. Toyoda,
THAWS Trial Investigators

Thrombolysis With Alteplase at 0.6 mg/kg for
Stroke With Unknown Time of Onset : A Ran-
domized Controlled Trial

Stroke, 51 : 1530-1538 2020.

K. Tokunaga*, M. Koga,
S. Yoshimura, Y. Okada,
H. Yamagami, K. Todo,
R. Itabashi, K. Kimura,
S. Sato, T. Terasaki,
M. Inoue, Y. Shiokawa,
M. Takagi, K. Kamiyama,
K. Tanaka, S. Takizawa,
M. Shiozawa, S. Okuda,
T. Kameda, Y. Nagakane,
Y. Hasegawa, S. Shibuya,
Y. Ito, H. Matsuoka,
K. Takamatsu, K. Nishiyama,
K. Kario, Y. Yagita,
T. Mizoguchi, K. Fujita,
D. Ando, M. Kumamoto,
K. Miwa, S. Arihiro,
K. Toyoda, for the SAMU-
RAI Study Investigators

Left Atrial Size and Ischemic Events after
Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack in
Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation

Cerebrovascular Diseases,
49 : 619-624

2020.

S. Ashida, E. Tanaka,
S. Ogura, K. Maezono,
Y. Nagakane

Case of an anti-N-methyl-d-aspartate receptor
encephalitis patient responding to cyclophos-
phamide with significant brain volume recovery

Clinical and Experimental
Neuroimmunology, 11 :
238-241

2020.

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
宇野 耕治，安田健治朗 胆管内の混濁を伴う胆管病変 消化器内視鏡，32 : 1609

-1610
2020. 10

碕山 直邦，河村 卓二
宇野 耕治

大腸疾患アトラス update：腸重積 消化器内視鏡，32 : 248-
249

2020. 11

岡田 雄介，河村 卓二
宇野 耕治

大腸疾患アトラス update：転移性腫瘍 消化器内視鏡，32 : 60-
61

2020. 11

K. Mandai, K. Uno,
K. Yasuda

Gastrointestinal : Plastic stent-induced polyp-
like lesion in the bile duct

Journal of gastroenterol-
ogy and hepatology, 35
（12）：2031

2020. 12
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著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
M. Takagi*, K. Tanaka,
K. Miwa, M. Sasaki,
M. Koga, T. Hirano,
K. Kamiyama, Y. Yagita,
Y. Nagakane, H. Hoshino,
T. Terasaki, Y. Yakushiji,
K. Kudo, M. Ihara,
S. Yoshimura, Y. Yamaguchi,
M. Shiozawa, K. Toyoda,
for BAT 2 Investigators

The bleeding with antithrombotic therapy study
2 : Rationale, design, and baseline characteris-
tics of the participants

European Stroke Journal,
5 : 423-431

2020.

山本 康正，永金 義成
冨井 康宏

塞栓源不明の脳塞栓症：ESUS における
DWI 高信号パターン判読の有用性

京都医学雑誌，67 : 51-
57

2020.

山本 康正，永金 義成
冨井 康宏

大脳深部の血管構築と皮質下梗塞 臨床神経学，60 : 397-
406

2020.

永金 義成 ラクナ梗塞 Brain Nursing, 487 : 63-
73

2020.

小島 雄太，武澤 秀理
山本 康正，山田 丈弘
田中瑛次郎，中島 大輔
北大路隆正，永金 義成

半卵円中心梗塞の機序推定における経食道心
エコーの有用性

臨床神経学，60 : 414-
419

2020.

中島 大輔，田中瑛次郎
山田 丈弘，小島 雄太
北大路隆正，永金 義成

早期胃癌に伴う播種性骨髄癌症により脳塞栓
症を繰り返した 1例

臨床神経学，60 : 272-
277

2020.

西井 陽亮，宮下 明大
濱中 正嗣，山田 丈弘
田中瑛次郎，岸谷 融
沼 宗一郎，福永 大幹
魚嶋 伸彦，永金 義成

脳梗塞で初発した高齢発症血栓性血小板減少
性紫斑病の一例

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 85-89

2020.

小 児 科

小林 奈歩 インフルエンザ
－重症事例からの教訓－

日本旅行医学会学会誌，
15 : 37-43

2020.

L. Jemail*, M. Miyao,
H. Hamayasu, H. Minami,
H. Abiru, S. Baba,
T. Osamura, K. Tamaki,
H. Kotani

Fatal mumps myocarditis with left ventricular
non-compaction

The American journal of
case reports, 21 : e921177

2020.

A. Okada, Y. Okada,
H. Narumiya, W. Ishii,
T. Kitamura, T. Osamura,
R. Iiduka

Association of body temperature with in-hospital
mortality among paediatric trauma patients : An
analysis of a nationwide observational trauma
database in Japan

BMJ open, 10 : e033822 2020.

N. Takaki, J. Mori,
S. Matsuo, T. Osamura,
T. Michigami

Cleidocranial dysplasia with growth hormone
deficiency : a case report

BMC Pediatrics, 20（1）：
19

2020.

長村 敏生，山本 正子
安田 幸子，小森 玉緒
新盛 勝己，上田 正広

当院における 2018年度入院患者の転倒・転
落事故の現状と課題

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 30-45

2020.

齋藤多恵子，長村 敏生
外園 晃弘，渡辺 和樹
小西 亮，田宮茉莉子
福原 正太，東道 公人
小林 奈歩，藤井 法子
大前 禎毅，清澤 伸幸

保護者の家庭内トリアージ能力に関する当院
小児救急外来における調査結果

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 46-54

2020.

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

論 文 ９１



加藤 大吾，長村 敏生
齋藤多恵子，東道 公人
小林 奈歩，藤井 法子
大前 禎毅

当院で経験した環軸椎回旋位固定 18例の臨
床的検討

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 55-64

2020.

横田 侑紀，藤井 法子
長村 敏生，上杉まどか
内藤 優樹，多加喜 望
田宮茉莉子，齋藤多恵子
東道 公人，小林 奈歩
大前 禎毅

2年 9か月間（2016年 1 月～2018 年 9 月）
に当科で経験した小児の異物誤飲 93例（気
道異物を除く）の臨床的検討

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 65-73

2020.

木村 学，長村 敏生
大前 禎毅，東道 公人
小林 奈歩，藤井 法子

非けいれん性てんかん重積状態を初回発作と
した局在関連性てんかんの 1例

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 74-79

2020.

こころの医療科

K. Kandori, Y. Okada,
W. Ishii, H. Nakamura,
Y. Maebayashi, R. Iiduka

Association between visitation restriction during
the COVID-19 pandemic anddelirium incidence
among emergency admission patients : a single-
center retrospective observational cohort study
in Japan

Journal of Intensive Care,
8 : 90

2020. 12. 7

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

外 科

河村 雪乃＊，森田 翠
西田真衣子，奥山 結香
中島 晋，増山 守

骨転移のない悪性腫瘍随伴高カルシウム血症
に対し，denosumab がカルシウム濃度と生活
の質を改善し，長期生存を認めた 1例

乳癌の臨床，35（3）：243
-248

2020. 6

平井みつ子＊，越智 史明
中村 吉隆，三好 隆行
西田真衣子，氏家 和人
伊藤 範朗，武村 學
山口 明浩，柿原 直樹
井川 理，岡野 晋治
渡邉 信之，谷口 弘毅

最近経験した胃 schwannoma の 2症例 京都医学会雑誌，67（2）：
75-78

2020. 10

岡野 晋治 胃癌治療の概要 京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 2-19

2020. 12

越智 史明，三好 隆行
西田真衣子，渡邉 信之
氏家 和人，中村 吉隆
伊藤 範朗，武村 學
山口 明浩，柿原 直樹
井川 理，岡野 晋治
谷口 弘毅

胃原発胎児消化管上皮類似癌の 1例 癌と化学療法，47（13）：
2355-2357

2020. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

脳神経外科

青木 拓磨＊，丸山 大輔
村上 陳訓，後藤 雄大
橋本 直哉

Spot Sign 陽性で血腫拡大をきたした抗血栓
療法中の外傷性急性硬膜下血腫

神経外傷，43（1）：13-16 2020.
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整 形 外 科

H. Koike*, Y. Hatta,
H. Tonomura, M. Nonomura,
R. Takatori, M. Nagae,
K. Ikoma, Y. Mikami

Can a relatively large spinal cord for the dural
sac influence severity of paralysis in elderly pa-
tients with cervical spinal cord injury caused by
minor trauma?

Medicine（Baltimore）, 99
（26）：e20929

2020. 1

河合 生馬＊，土田 真嗣
小田 良，岸田 愛子
勝見 泰和，藤原 浩芳

尺骨茎状突起単独骨折 日本手外科学会雑誌，36
（4）：449-453

2020. 1

土田 真嗣＊，小田 良
遠山 将吾，山田 恵
藤原 浩芳

手関節疾患に対する画像診断におけるトモシ
ンセシスの有用性 三角線維軟骨複合体損傷
を中心に

MEDICAL NOW, 87 : 23
-26

2020. 2

土田 真嗣＊，小田 良
遠山 将吾，浅田 麻樹
小原 将人，藤原 浩芳

三角線維軟骨複合体損傷に対する画像診断
手関節造影後トモシンセシス断層像と 3.0
Tesla MRI の比較検討

日本手外科学会雑誌，36
（5）：861-865

2020. 2

土田 真嗣＊，白井 寿治
小田 良，澤井 誠司
小原 将人，藤原 浩芳

手指発生骨腫瘍における腫瘍掻爬後の骨欠損
に対する多孔質ハイドロキシアパタイト・コ
ラーゲン複合体の有用性

日本手外科学会雑誌，36
（6）：978-982

2020. 4

S. Morisaki*, S. Tsuchida,
R. Oda, H. Fujiwara

Carpal tunnel syndrome caused by a vascular
malformation in a 48-year-old woman

International Journal of
Surgery Case Reports, 71 :
11-13

2020. 5

土田 真嗣＊，藤原 浩芳
遠山 将吾，小原 将人
小田 良

胸郭出口症候群に対する坐位鎖骨下動脈造影
検査の有用性

末梢神経，31（1）：119-
126

2020. 6

O. Onishi*, Y. Kida,
T. Kiba, Y. Kabuto,
M. Minami, A. Nishimura,
E. Konishi, K. Takahashi

Cryptococcal Osteomyelitis of the Entire Hu-
merus : A Case Report

JBJS Case Connector, 10
（4）：e2000279

2020. 8

山本 浩基，福井 康人
日下部虎夫

Metha short hip stem を使用した THA の短期
成績

Hip Joint, 46（1）：271-
274

2020. 8

M. Ohara*, S. Itoh,
H. Fujiwara, R. Oda,
S. Tsuchida, K. Kohata,
K. Yamashita, T. Kubo

Efficacy of electrical polarization on a rat femo-
ral bone defect model with a custom-made ex-
ternal fixator

Bio-Medical Materials and
Engineering, 30（ 5-6）：
475-486

2020. 9

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

皮 膚 科

岡村 玲子 Epidermophyton floccosum による汎発性浅在
性白癬の 1例

皮膚の科学，19 : 106-
110

2020. 6

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

形 成 外 科

M. Shimomura*, Y. Sowa,
R. Yamochi, M. Inoue

Extended latissimus dorsi chimeric thoracoplasty
with a vascular supercharge for Aspergillus em-
pyema

Interactive CardioVascular
and Thoracic Surgery, 30
（3）：491-492

2020. 3

D. Morita*, T. Numajiri,
H. Nakamura, R. Yamochi,
S. Tsujiko, Y. Sowa,
Y. Moriguchi

Two Cases of the Vascular Territory of a Single
-pedicled Deep Inferior Epigastric Perforator
Flap with a Vertical Midline Abdominal Scar

Plastic and Reconstructive
Surgery-Global Open, 8
（3）：e2684

2020. 3

R. Yamochi, T. Numajiri,
H. Nakamura, D. Morita,
Y. Sowa

Innovative CAD/CAM Guide for Mandibular
Reconstruction with Metallic Condylar Head
and Free Fibular Flap

Plastic and Reconstructive
Surgery-Global Open, 8
（9）：e 3088

2020. 9

素輪 善弘＊，児玉 卓也
矢持 良，沼尻 敏明

乳房再建手術における手術助手ポジションの
無人化

日本形成外科学会会誌，
40（8）：438-439

2020. 10
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泌 尿 器 科

T. Narukawa*, J. Soh,
N. Kanemitsu, S. Harikai,
O. Ukimura

Efficacy of combined treatment of intramuscular
testosterone injection and testosterone ointment
application for late-onset hypogonadism : an
open-labeled, randomized, crossover study

Aging Male, 23（5）：1059
-1065

2020. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

産 婦 人 科

A. Okada, Y. Okada,
H. Fujita, R. Iiduka

Development of the“POP”scoring system for
predicting obstetric and gynecological diseases
in the emergency department : a retrospective
cohort study

BMC Emergency Medi-
cine, 20（35）：1-7

2020. 5

田村 秀子，田中 紀子
衛藤 美穂，藤田 宏行

急性骨髄性白血病のため 17歳で卵子凍結保
存し，24歳以降 2児を得た症例

京都医学会雑誌，67（2）：
101-105

2020. 10

浅野 正太，衛藤 美穂
栗原 甲妃，秋山 鹿子
加藤 聖子，藤田 宏行

付属器腫瘍茎捻転を疑い緊急試験腹腔鏡を施
行し，術中に腹膜妊娠と診断し治療した 1例

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 80-84

2020. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

眼 科

小林 瞳，福岡 秀記 非典型的な部位に発生した眼窩脂肪ヘルニア あたらしい眼科， 37
（5）：589-590

2020. 5

井村 泰輔＊，脇舛 耕一
粥川佳菜絵，堀内 稔子
稗田 牧，奥 拓明
山崎 俊秀，稲富 勉
横井 則彦，木下 茂
外園 千恵

全層角膜移植後感染症の発症背景と起炎菌，
予後に関する検討

日本眼科学会雑誌，124
（6）：484-493

2020. 6

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

耳鼻咽喉科・気管食道外科

加藤 良隆，江島 智彦
三木 有咲，溝口 貴大
村上 怜，神田英一郎
野口 裕介，澤田 真嗣
村木 優一，田渕 祐輔
四方 敬介，友金 幹視

薬剤師外来とテレフォンフォローアップを利
用し病院薬剤師と保険薬局薬剤師が連携・介
入した 1例
－外来がん化学療法施行患者への介入を通し
て－

医療薬学，46（1）：22-30 2020. 1

井川 理，内田 真哉
村上 徹，盛田 篤広
山口真紀子，山下 弘子
木藤 淑子，松田小百合
藤本 彩花，中西 裕明
加藤 良隆，堀内あす香
藤田 敦夫，白濱なおみ
小原真菜美

当院 NST のあゆみとこれからの栄養管理 京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 98-108

2020. 12

内田 真哉 Hunt 症候群への減荷術 Facial Nerve Research Ja-
pan 40 : 34-36

2020.

村井 尚子，内田 真哉
森本 寛基

内視鏡下顔面神経部分減荷術を併施した側頭
骨骨折の 1例

Facial Nerve Research Ja-
pan 40 : 132-134

2020.
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放射線診断・治療科

K. Yamada*, S. Yamada,
H. Nagano, et al.

MRI features of the nested variant of urothelial
carcinoma of the urinary bladder : report of
four cases

Adbominal Radiology, 45
（7）：2279-2285

2020. 7

笹倉 康照＊，山田 幸美
永野 仁美，他.

後腹膜原発と考えられた類内膜癌の一例 臨床放射線，65（3）：283
-287

2020.

K. Masui, et al. High dose rate interstitial brachytherapy for
early stage lip cancer using customized dental
spacer

Journal of Radiation Re-
search, 61（3）：506-510

2020.

K. Masui, et al. Small bowel perforation caused by applicator
implantation in high dose rate interstitial
brachytherapy for recurrent pelvice tumor : a
case report

Journal of Contemporary
Brachytherapy, 12（2）：
188-192

2020.

M. Nishimura*, S. Matsushima,
et al.

Dynamic whole body F-18-FDG PET for differ-
entiating abnormal lesions from physiological
uptake

European Journal of Nu-
clear Medicine, 47（10）：
2293-2300

2020.

Y. Kadoya*, S. Matsushima,
et al.

Early effects of transcatheter aortic valve re-
placement on cardiac sympathetic nervous func-
tion assessed by I-123-metaiodobenzylguanidine
scintigraphy in patients with severe aortic valve
stenosis

European Journal of Nu-
clear Medicine, 47（7）：
1657-1667

2020.

Y. Yamada*, K. Masui,
et al.

Focal salvage low-dose-rate brachytherapy for
recurrent prostate cancer based on magnetic
resonance imaging transrectal ultrasoud fusion
biopsy technique

International Journal Urol-
ogy, 27（2）：149-155

2020.

Y. Yokoi*, K. Masui,
et al.

Squamous cell carcinoma arising from plasma
cell cheilitis successfully treated with
brachytherapy

Journal of Dermatology,
47（6）：239-240

2020.

Y. Ota*, K. Masui,
et al.

Single fraction image guided high dose rate
brachytherapy for head and neck cancer : three
cases of palliative brachytherapy

Journal of Contemporary
Brachytherapy, 12（3）：
273-278

2020.

M. Nakata*, K. Masui,
et al.

High dose interstitial brachytherapy with hy-
poxic radiosensitizer KORTUCII for unre-
sectable pelvic sidewall recurrence of uterine
cervical cancer : a case report

Journal of Contemporary
Brachytherapy, 12（6）：
606-611

2020.

Y. Noto*, S. Matsushima,
et al.

Diagnostic value of muscle C-11-PiB PET in in-
clusion body myositis

Frontiers in Neurology,
10 : 1386

2020.

N. Murakami*, K. Masui,
et al.

Image-guided interstitial brachytherapy boost for
keratinizing squamous cell carcinoma of inferior
wall of the nasopharynx.

BJR Case reports, 6（4）：
20200005

2020.

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

病理診断科
著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

A. Kurita*, S. Yasukawa,
et al

Comparison of a 22-gauge Franseen-tip needle
with a 20-gauge forward-bevel needle for the di-
agnosis of type 1 autoimmune pancreatitis :
prospective, randomized, controlled, muleicenter
study（COMPAS study）

Gastrointestinal endo-
scopy, 91（2）：373-381

2020. 2

Y. Okamura*, S. Yasukawa,
et al

Human equilibrative nucleoside transporter-1 ex-
pression is a predictor in patinents with resected
pancreatic cancer treated with adjuvant S-1 che-
motherapy

Cancer Science, 111（2）：
548-560

2020. 2

論 文 ９５



安川 覚，他 1型自己免疫性膵炎に対する，EUS-FNA に
おける 22 FFranseen 針と 20 G 側溝付き針に
よる病理組織学的検討

日本病理学会会誌，109
（1）：357

2020. 3

K. Kamata*, S. Yasukawa,
et al.

Histological diagnosis and grading of pancreatic
neuroendocrine tumor by endoscopic ultrasound-
guided fine needle biopsy using a 25-gauge nee-
dle with a core trap : A multicenter prospective
trial

Pancreatology, 20（ 7）：
1428-1433

2020. 10

安川 覚，他 ［IPMN 大全］切除標本切り出しの際の要点 胆と膵，41（臨時増特大）：
1217-1221

2020. 11

救 急 科

N. Okada*, T. Matsuyama,
S. Morita, N. Ehara,
N. Miyamae, Y. Okada,
T. Jo, Y. Sumida,
M. Watanabe, M. Nozawa,
A. Tsuruoka, Y. Fujimoto,
Y. Okumura, K. Hamanaka,
T. Kitamura, K. Nishiyama,
B. Ohta

Osborn Wave Is Related to Ventricular Fibrilla-
tion and Tachycardia in Hypothermic Patients

Circulation Journal, 84
（3）：445-455

2020. 2

德田 理奈，岡田 遥平
山田 丈弘，荒井 裕介
飯塚 亮二

腰痛という非特異的症状で発症した特発性後
脊髄動脈領域の脊髄梗塞 症例報告

日本救急医学会雑誌，31
（2）：64-68

2020. 2

W. Ishii, M. Hitosugi,
A. Takeda, M. Baba,
R. Iiduka

Factors influencing vehicle passenger fatality
have changed over 10 years : a nationwide hos-
pital-based study

Scientific Reports 10（1）:
3316

2020. 2

千葉 玲哉＊，小尾口邦彦
中島 聡志，川合 喬之
福田 将啓，岡 翔
松本 悠吾，小田隆太郎

てんかん重積状態と当初考えられたが持続脳
波モニタリングにより心因性非てんかん発作
と診断した 1例

日本集中治療医学会雑
誌，27（2）：117-118

2020. 3

石井 亘，飯塚 亮二
一杉 正仁

シートベルトによる体幹部損傷の検討 日本交通科学学会誌，19
（2）：35-41

2020. 3

A. Okada, Y. Okada,
H. Fujita, R. Iiduka

Development of the“POP”scoring system for
predicting obstetric and gynecological diseases
in the emergency department : a retrospective
cohort study

BMC Emergency Medi-
cine, 20（1）：35

2020. 5

福田 将啓＊，小尾口邦彦
加藤 之紀，千葉 玲哉
中島 聡志，小田隆太郎
岡 翔，川合 喬之

バルプロ酸多量服薬に対し L-カルニチン補
充療法を行った 2症例

日本集中治療医学会雑
誌，27（3）：227-228

2020. 5

成宮 博理 【急性血液浄化法 2020-’21－ガイドライン，
スタンダード，論点そして私見－】合併症
CRRT による害

救急・集中治療，32（2）：
549-555

2020. 6

成宮 博理，橋本 悟 敗血症と急性呼吸促迫症候群（ARDS） 麻酔，69（7）：724-733 2020. 7

川合 喬之＊，小尾口邦彦
千葉 玲哉，中島 聡志
小田隆太郎，福田 将啓
岡 翔，松本 悠吾

タゾバクタム／ピペラシリンによる薬剤性腎
障害に対して尿量増加と尿中好中球ゼラチ
ナーゼ結合性リポカリン減少により腎代替療
法を回避し得た 1例

日本集中治療医学会雑
誌，27（4）：283-284

2020. 7

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
Y. Fujimoto*, T. Matsuyama,
S. Morita, N. Ehara,
N. Miyamae, Y. Okada,
T. Jo, Y. Sumida,
N. Okada, M. Watanabe,
M. Nozawa, A. Tsuruoka,
Y. Okumura, T. Kitamura,
T. Takegami

Indoor Versus Outdoor Occurrence in Mortality
of Accidental Hypothermia in Japan : The J-
Point Registry

Therapeutic Hypothermia
and Temperature Manage-
ment, 10（3）：159-164

2020. 9

Y. Okada, T. Kiguchi,
T. Irisawa, T. Yamada,
K. Yoshiya, C. Park,
T. Nishimura, T. Ishibe,
Y. Yagi, M. Kishimoto,
T. Inoue, Y. Hayashi,
T. Sogabe, T. Morooka,
H. Sakamoto, K. Suzuki,
F. Nakamura, T. Matsuyama,
N. Nishioka, D. Kobayashi,
S. Matsui, A. Hirayama,
S. Yoshimura, S. Kimata,
T. Shimazu, S. Ohtsuru,
T. Kitamura, T. Iwami

Development and Validation of a Clinical Score
to Predict Neurological Outcomes in Patients
With Out-of-Hospital Cardiac Arrest Treated
With Extracorporeal Cardiopulmonary Resusci-
tation

JAMA Network Open, 3
（11）：e2022920

2020. 11

A. Okada, Y. Okada,
H. Narumiya, W. Ishii,
T. Kitamura, T. Osamura,
R. Iiduka

Association of body temperature with in-hospital
mortality among paediatric trauma patients : an
analysis of a nationwide observational trauma
database in Japan

BMJ Open, 10（11）：e
033822

2020. 11

笹松 信吾，石井 亘
飯塚 亮二

当施設における孤立性上腸間膜動脈解離症例
の検討と超音波検査の有用性

日本救急医学会雑誌，31
（11）：2093

2020. 11

K. Kandori, H. Narumiya,
R. Iiduka

Reply to : Coronavirus disease 2019 and ethical
considerations for extracorporeal cardiopulmon-
ary resuscitation

Resuscitation, 154 : 129-
130

2020.

K. Kandori, H. Narumiya,
R. Iiduka

Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation
should not be performed on confirmed or sus-
pected COVID-19 patients

Resuscitation, 153 : 6-7 2020.

健 診 部

K. Fujiwara*, Y. Huang,
K. Hori, K. Nishioji,
M. Kobayashi, M. Kamaguchi,
M. Kano

Over- and Under-sampling Approach for Ex-
tremely Imbalanced and Small Minority Data
Problem in Health Record Analysis

Frontiers in Public Health,
8 : 178

2020. 6

西大路賢一 健診から明らかになった日本人の脂肪肝
－非肥満 NAFLD と遺伝子の関与－

京都消化器医会会報，
36 : 3-14

2020. 6

西大路賢一 肺がんで死なないために
－低線量胸部 CT のススメ－

京都第二赤十字病院医学
雑誌，41 : 20-29

2020. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

薬 剤 部

加藤 良隆，江島 智彦
三木 有咲，溝口 貴大
村上 怜，神田英一郎
野口 裕介，澤田 真嗣
村木 優一，田渕 祐輔
四方 敬介，友金 幹視

薬剤師外来とテレフォンフォローアップを利
用した病院薬剤師と保険薬局薬剤師による連
携方法
－外来がん化学療法施行患者への介入を通し
て－

医療薬学，46（1）：22-30 2020. 1. 10

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

論 文 ９７



Y. Noguchi, Y. Kawashima,
M. Maruyama, H. Kawara,
Y. Tokuyama, K. Uchiyama,
Y. Shimizu

Current status of eye disorders caused by do-
cetaxel administration every 3 weeks : A case-
control study in Japanese patients

Journal of Oncology Phar-
macy Practice, 26（3）：
655-665

2020. 4

眞釼 彩子，藤田 将輝
小林 大祐，中西 裕明
澤田 真嗣，加藤 良隆
大坪 達弥，村木 優一
友金 幹視

バンコマイシン散投与患者において血清バン
コマイシン濃度の測定が有用であった一症例

日本病院薬剤師会雑誌，
56（5）：574-577

2020. 5. 1

看 護 部

S. Ymamoto, N. Fujikawa,
K. Asano, M. Tiki,
A. Takao, H. Arao

Assessment of Fall-Related Self-Efficacy :
Characteristics that Influence the Perception of
Patients with Chemotherapy-Induced Peripheral
Neuropathy

Asia-Pacific Journal of
Oncology Nursing, 7（2）

2020. 6. 1

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

医療情報室

田中 聖人 10 ゆびきたすピッキングシステム 医療福祉建築，209 : 34-
34

2020. 5

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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学会発表（シンポジウム含）

血 液 内 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

隄 康彦，長田 浩明
宮下 明大，岡本 明也
上辻 由里，小林 裕
魚嶋 伸彦

再発難治性 ALK 陽性 ALCL に対
して ALK 阻害剤と 2回の同種移
植で長期寛解を維持している 1例

第 42回日本造血細胞
移植学会総会

東京・Web 2020. 3. 5
7

西山 大地＊，魚嶋 伸彦
他

PTCLNOS に対する京都予後指
数（KPI）の有用性に関する検討

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

保仙 直毅＊，魚嶋 伸彦
他

多発性骨髄腫における活性型イン
テグリン β7の発現の解析

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

金山 悠加＊，魚嶋 伸彦
佐々木奈々，他

多発性骨髄腫に対するカルフィル
ゾミブ含有治療に関する多施設共
同前方視的観察研究

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

志村 勇司＊，魚嶋 伸彦
他

移植非適応 MM に対する導入化
学療法別の治療成績：KMF にお
ける 547例の後方視的解析

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

緒方 正男＊，魚嶋 伸彦
他

臍帯血移植患者において HHV6
再活性化に一致した認知，情動の
変化は頻繁に観察される

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

神田 真志＊，魚嶋 伸彦
他

FLT3ITD 陽性急性骨髄性白血病
における DNA メチル化制御遺伝
子変異とそのアレル比の臨床的意
義

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

新井 悠＊，魚嶋 伸彦
他

日本人急性骨髄性白血病コホート
における ASXL1遺伝子変異の臨
床的意義

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

溝口 歩＊，魚嶋 伸彦
他

CEBPA 遺伝子変異陽性 AML に
おける併存遺伝子変異の臨床的意
義

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

黒沢 明世＊，魚嶋 伸彦
他

日本人急性骨髄性白血病コホート
における CEBPA 遺伝子変異の臨
床的意義

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

多田 雄真＊，魚嶋 伸彦
他

阪和血液病カンファレンス参加施
設における血液内科医療業務の実
施体制に関する実態調査

第 82回日本血液学会
学術集会

Web 2020. 10. 10
11

宮下 明大，小森友紀子
佐々木奈々，隄 康彦
上辻 由里，小林 裕
魚嶋 伸彦

多発肺結節陰影の診断に苦慮した
NK/T 細胞リンパ腫移植後再発の
一例

第 114回近畿血液学地
方会

Web 2020. 11. 28

藤田 凱斗，佐々木奈々
宮下 明大，小森友紀子
隄 康彦，上辻 由里
小林 裕，魚嶋 伸彦

自家移植後，髄外再発を呈した
IgAκ 型多発性骨髄腫に対して
DCEP 療法にて救援化学療法後，
MEAM 療法を前処置とした自家
移植が奏効した一例

第 114回近畿血液学地
方会

Web 2020. 11. 28

糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

石谷 健人，阪井貴美子
梶山真太郎，加藤さやか
門野真由子，長谷川剛二

チアマゾール中止後も白血球減少
が進行したバセドウ病の 1例

第 227回日本内科学会
近畿地方会

誌面発表 2020. 3. 7

９９



演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
阪井貴美子，梶山真太郎
加藤さやか，門野真由子
長谷川剛二

下垂体卒中に伴う低 Na 血症を契
機に発見された膠芽腫の 1例

第 93回日本内分泌学
会総会

Web 2020. 7. 13
8. 31

阪井貴美子，梶山真太郎
門野真由子，加藤さやか
瀬野 真文，村上 徹
中島 聡志，成宮 博理
長谷川剛二

たこつぼ心筋症，横紋筋融解を合
併した劇症 1型糖尿病の 1例

第 63回日本糖尿病学
会年次学術集会

Web 2020. 10. 5
16

豊國 恵麻，米田 麻里
加藤さやか，門野真由子
長谷川剛二

SPIO 造影 MRI が副脾との鑑別
に有用であったインスリノーマの
1例

第 56回日本糖尿病学
会近畿地方会

Web 2020. 10. 17
31

法里茉里奈，瀬野 真文
隄 康彦，魚嶋 伸彦
村上 徹，長谷川剛二

血漿交換に抵抗性の血栓性血小板
減少性紫斑病（TTP）に対し Ri
tuximab 投与が奏効した一例

第 65回日本透析医学
会学術集会

Web 2020. 11. 2
8

村上 徹，井川 理
内田 真哉，山口真紀子
小原真菜美，白濱なおみ
加藤 良隆，中西 裕明

透析患者における入院中の透析間
体重増加に関する因子の検討

第 35回日本臨床栄養
代謝学会学術集会

誌面発表 2020. 11

井川 理，山口 明浩
内田 真哉，村上 徹
山口真紀子，松田小百合
山下 弘子，渥美 香菜
中西 裕明，加藤 良隆
堀内あす香，藤田 敦夫
小原真菜美，白濱なおみ

がん化学療法・放射線療法におけ
る栄養支持療法の役割 再発膵癌
の外来化学療法における栄養評価
と栄養指導の意義

第 35回日本臨床栄養
代謝学会学術集会

誌面発表 2020. 11

循環器内科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

Y. Tsubakimoto Advanced endovascular therapy in
Japan, prerecorded live cases

CCT@ LINC, Leipzig
Interventional Course
（LINC） 2020

Leipzig 2020. 1. 28

Y. Tsubakimoto Various EVT techniques for long
SFA CTOs

CCT@ LINC, Leipzig
Interventional Course
（LINC） 2020

Leipzig 2020. 1. 29

椿本 恵則 見せます！俺の EVT
－世界初．014 Lutonix RX 5F の
登場とその可能性－

第 34回日本心血管イ
ンターベンション学会
近畿地方会 コーヒー
ブレークセミナー

大 阪 2020. 2. 15

椿本 恵則，桐井 陽祐
白神 彬子，藤本 智貴
笠原 武，有吉 真
入江 大介，五十殿弘二
坂谷 知彦，松尾あきこ
井上 啓司，藤田 博

デバイス通過に難渋し別ルートを
作成した右冠動脈 CTO の 1例

第 34回日本心血管イ
ンターベンション学会
近畿地方会

大 阪 2020. 2. 15

椿本 恵則，桐井 陽祐
白神 彬子，藤本 智貴
笠原 武，有吉 真
入江 大介，五十殿弘二
坂谷 知彦，松尾あきこ
井上 啓司，藤田 博

デバイス通過に難渋し工夫を要し
た膝下 3枝閉塞を伴う CLI の 1
例

第 34回日本心血管イ
ンターベンション学会
近畿地方会

大 阪 2020. 2. 15
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
井上 啓司，白神 彬子
谷 遼太郎，藤本 智貴
下尾 知，高松 一明
山中 亮悦，入江 大介
五十殿弘二，椿本 恵則
坂谷 知彦，松尾あきこ
藤田 博

デバイス移植症例における心房細
動・粗動新規発症の予測因子とし
ての血漿アルドステロンの意義

第 12回植込みデバイ
ス関連冬季大会

東 京 2020. 2

Y. Tsubakimoto Applications overview of ASAHI
Caravel MC in CLI BTK proce
dures

JET 2020 JETTALKS 大阪・Web 2020. 4. 19

Y. Tsubakimoto Evidence from current clinical tri
als ; what does the trailblazing ef
fort for future 今後期待される
BTK 治療デバイス

JET 2020 JETTALKS 大阪・Web 2020. 4. 26

K. Inoue Clinical Efficacy of Catheter Abla
tion for Atrial Fibrillation in Pa
tients with Heart Failure with Pre
served Ejection Fraction

第 84回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）

Web 2020. 7. 27
8. 2

K. Inoue Should We Perform Ablation for
Asymptomatic Atrial Fibrillation?

第 84回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）

Web 2020. 7. 27
8. 2

T. Sakatani Clinical value of left ventricular me
chanical dyssynchrony induced by
exercise or pharmacological stress
in patients with normal myocardial
perfusion SPECT

第 84回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）

Web 2020. 7. 27
8. 2

A. Matsuo Physiologyguided Revascularization
of Diffuse Coronary Lesion

第 84回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）
Topics : coronary
Physiology

Web 2020. 7. 27
8. 2

笠原 武，松尾あきこ
臼杵 大介，池下 裕樹
谷 遼太郎，白神 彬子
伏村 洋平，佐分利 誠
入江 大介，椿本 恵則
坂谷 知彦，井上 啓司

Efficacy of Nicorandil for Reducing
the Procedure Time in Physiological
Assessment for Coronary Disease

第 84回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）

Web 2020. 7. 27
8. 2

椿本 恵則 Efficacy of Medication and Exercise
Therapy for PAD Patients

第 84回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）
ディベート 2 末梢血
管疾患におけるコント
ラバーシー

Web 2020. 8. 1

椿本 恵則 Leriche 症候群に対する血管内治
療後に対麻痺を発症した跛行症例

第 84回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）
特別企画 合併症はこ
の時起こる 3

Web 2020. 8. 2

Y. Tsubakimoto When and How to Perform In
framalleolar Intervention

Virtual Amputation Pre
vention Symposium
（AMP）

Web 2020. 8. 16

白神 彬子，笠原 武
池下 裕樹，谷 遼太郎
佐分利 誠，伏村 洋平
入江 大介，椿本 恵則
坂谷 知彦，松尾あきこ
井上 啓司

超低左心機能の心不全治療中に巨
大左室内血栓が生じ，多発塞栓症
を来した一例

第 129回日本循環器学
会近畿地方会

誌上発表 2020. 9. 5
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
池下 裕樹，坂谷 知彦
桐井 陽祐，白神 彬子
藤本 智貴，笠原 武
入江 大介，有吉 真
五十殿弘二，椿本 恵則
松尾あきこ，井上 啓司

多発性骨髄腫に合併した全身性ア
ミロイドーシスの一例

第 129回日本循環器学
会近畿地方会

誌上発表 2020. 9. 5

伏村 洋平，椿本 恵則
池下 裕樹，小澤 孝明
谷 遼太郎，白神 彬子
佐分利 誠，笠原 武
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

FF ならびに FP バイパス閉塞後
の CIASFA 長区間閉塞に対し血
管内治療を行い創治癒が得られた
CLTI の 1例

第 35回日本心血管イ
ンターベンション治療
学会近畿地方会

Web 2020. 10. 10

佐分利 誠，椿本 恵則
池下 裕樹，小澤 孝明
谷 遼太郎，白神 彬子
伏村 洋平，笠原 武
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

IVUS ガイド ADR が有用であっ
た高度石灰化を伴う RCACTO
の一例

第 35回日本心血管イ
ンターベンション治療
学会近畿地方会

Web 2020. 10. 10

入江 大介，椿本 恵則
池下 裕樹，小澤 孝明
谷 遼太郎，白神 彬子
伏村 洋平，佐分利 誠
笠原 武，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

全周性高度石灰化を伴う遠隔期ス
テント内再狭窄に対し Orbital
atherectomy によるデバルキング
が有効であった 1例

第 35回日本心血管イ
ンターベンション治療
学会近畿地方会

Web 2020. 10. 10

白神 彬子，椿本 恵則
池下 裕樹，小澤 孝明
谷 遼太郎，佐分利 誠
伏村 洋平，笠原 武
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

BADFORM にてワイヤ断裂し抜
去困難に陥った CLTI の 1例

第 35回日本心血管イ
ンターベンション治療
学会近畿地方会

Web 2020. 10. 10

小澤 孝明，椿本 恵則
池下 裕樹，谷 遼太郎
白神 彬子，伏村 洋平
佐分利 誠，笠原 武
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

外傷性膝窩動脈損傷の亜急性期に
VIABAHN による血行再建を実施
した一例

第 35回日本心血管イ
ンターベンション治療
学会近畿地方会

Web 2020. 10. 10

池下 裕樹，椿本 恵則
小澤 孝明，白神 彬子
谷 遼太郎，伏村 洋平
佐分利 誠，笠原 武
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

Diamondback 360を用いて側枝に
もデバルキングを行った左冠動脈
前下行枝・分岐部病変の 1例

第 35回日本心血管イ
ンターベンション治療
学会近畿地方会

Web 2020. 10. 10

笠原 武，椿本 恵則
池下 裕樹，小澤 孝明
谷 遼太郎，白神 彬子
佐分利 誠，伏村 洋平
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

逆行性 Omotehizapun に順行性
Omotepun を追加することで病変
通過に成功した高度石灰化 SFA
CTO の 1例

第 35回日本心血管イ
ンターベンション治療
学会近畿地方会

Web 2020. 10. 10

T. Sakatani Left ventricular mechanical dyssyn
chrony induced by exercise or phar
macological stress

第 60回日本核医学会
学術総会

神 戸 2020. 10. 29

椿本 恵則 ちょっとコチョコチョさせて
～足首以下のカテーテル治療が必
要な CLTI～

第 2回日本フットケア
足病医学会 関西地方
会 Live 3

大 阪 2020. 11. 28
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
白神 彬子，笠原 武
池下 裕樹，小澤 孝明
谷 遼太郎，佐分利 誠
伏村 洋平，入江 大介
椿本 恵則，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

特発性血小板減少症合併の労作性
狭心症患者に対する PCI 周術期
の抗血栓療法について検討を要し
た一例

第 130回日本循環器学
会近畿地方会

Web 2020. 11. 28

池下 裕樹，坂谷 知彦
小澤 孝明，白神 彬子
谷 遼太郎，伏村 洋平
佐分利 誠，笠原 武
入江 大介，椿本 恵則
松尾あきこ，井上 啓司

COVID-19流行下で感染性心内膜
炎による人工弁輪部膿瘍の診断に
時間を要した一例

第 130回日本循環器学
会近畿地方会

Web 2020. 11. 28

椿本 恵則 完全血行再建後，大切断回避及び
大切断症例から再考する

第 2回日本フットケア
足病医学会 関西地方
会 シンポジウム 3
失敗症例の実際から学
ぶ CLI 治療根幹「同
じ過ちを繰り返さない
で」

大 阪 2020. 11. 28

椿本 恵則 Overview of BTK treatment
～Evidence と Experience から考
える BTK 治療～

第 1回日本フットケ
ア・足病医学会年次学
術集会 JET 合同企画

横 浜 2020. 12. 5

呼吸器内科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

N. Terada, H. Kimura,
M. Miyakawa, H. Koba,
T. Yoneda, T. Takeda,
H. Shirasaki, K. Shibata,
K. Nishi, K. Takayama,
K. Kasahara

Mutation analysis in cell-free DNA
upon development of resistance to
afatinib

AACR Annual Meeting
2020（American Asso-
ciation for Cancer Re-
search）

Philadelphia,
USA

2020. 6

廣瀬 和紀，國松 勇介
谷 望未，橋本いずみ
黒野 由莉，竹田 隆之

当院における 107例の局所麻酔下
胸腔鏡検査の後方視的検討

第 43回日本呼吸器内
視鏡学会学術集会

旭 川 2020. 6

水野 広輝，黒野 由莉
國松 勇介，谷 望未
橋本いずみ，廣瀬 和紀
内堀 篤樹，加藤大志朗
竹田 隆之

複合免疫療法を導入した非小細胞
肺癌 19例における免疫関連有害
事象の検討

医学生・研修医の日本
内科学会ことはじめ
2020

東 京 2020. 8

谷 望未，吉村 彰紘
山田 忠明，大熊 祐介
北台 留衣，竹田 隆之
兼松 貴則，後東 久嗣
米田 浩人，西岡 安彦
原田 大司，山田 崇央
伊達 紘二，塩津 伸介
永田 一洋，千原 佑介
内野 順治，髙山 浩一

既治療非小細胞肺がんを対象とし
たドセタキセル＋ラムシルマブ併
用に関する多施設共同後方視的検
討

第 60回日本呼吸器学
会学術講演会

神 戸 2020. 9

立花 佑介，橋本いずみ
國松 勇介，谷 望未
黒野 由莉，廣瀬 和紀
竹田 隆之

Osimertinib による不全型中毒性
表皮壊死症を来した一例

第 60回日本呼吸器学
会学術講演会

神 戸 2020. 9

橋本いずみ，國松 勇介
谷 望未，黒野 由莉
廣瀬 和紀，竹田 隆之

複合免疫療法中に Vogt─小柳─原
田病を発症した一例

第 60回日本呼吸器学
会学術講演会

神 戸 2020. 9
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
黒野 由莉，國松 勇介
谷 望未，橋本いずみ
廣瀬 和紀，内堀 篤樹
加藤大志朗，竹田 隆之

複合免疫療法を導入した進行・再
発非小細胞肺癌 18例の検討

第 60回日本呼吸器学
会学術講演会

神 戸 2020. 9

立花 佑介，國松 勇介
谷 望未，橋本いずみ
黒野 由莉，廣瀬 和紀
竹田 隆之

Dupilumab への切り替えから 1週
間以内に改善した難治性喘息の検
討

第 60回日本呼吸器学
会学術講演会

神 戸 2020. 9

竹田 隆之，立花 佑介
國松 勇介，谷 望未
橋本いずみ，黒野 由莉
廣瀬 和紀

高齢者への Nintedanib 投与での
症状改善効果と努力肺活量の変化
率についての検討

第 60回日本呼吸器学
会学術講演会

神 戸 2020. 9

中山 藍，谷 望未
片岡 伸貴，杉本 匠
立花 佑介，佐藤いずみ
小倉 由莉，廣瀬 和紀
竹田 隆之

ダサチニブによる薬剤性肺障害の
急性滲出期に肺結核を併発した一
例

第 229回日本内科学会
近畿地方会

大 阪 2020. 9

小倉 由莉，片岡 伸貴
立花 佑介，谷 望未
佐藤いずみ，廣瀬 和紀
北岡 秀太，石川 成美
加藤大志朗，竹田 隆之

複合免疫療法を導入した進行・再
発非小細胞肺癌 29例の検討

第 61回日本肺癌学会
学術集会

岡 山 2020. 11

廣瀬 和紀，片岡 伸貴
立花 佑介，佐藤いずみ
谷 望未，小倉 由莉
淺野 耕太，北岡 秀太
石川 成美，加藤大志朗
竹田 隆之

ALK 陽性肺癌 16例の治療効果・
長期予後の検討

第 61回日本肺癌学会
学術集会

岡 山 2020. 11

高塚 沙紀，加藤大志朗
石川 成美，北岡 秀太
竹田 隆之，廣瀬 和紀
小倉 由莉，谷 望未
佐藤いずみ，立花 佑介
杉本 匠，片岡 伸貴

分葉不全症例に行ったリピオドー
ルマーキング 2例
～適応と有用性に関する考察～

第 61回日本肺癌学会
学術集会

岡 山 2020. 11

片山 勇輝，山田 忠明
千原 佑介，田中 理美
大倉 直子，廣瀬 和紀
宇田紗也佳，塩津 伸介
平井 聡一，平沼 修
原田 大司，嶋本 貴之
岩破 將博，金子 美子
内野 順治，竹田 隆之
髙山 浩一

既治療非小細胞肺癌における
Atezolizumab 単剤の効果予測因子
に関する多施設共同後方視的検討

第 61回日本肺癌学会
学術集会

岡 山 2020. 11

消化器内科

花岡 優一，碕山 直邦
四宮 遼，井上 貴斗
酒井 浩明，雨宮 可奈
白川 敦史，岡田 雄介
真田 香澄，中瀬浩二朗
萬代晃一朗，鈴木 安曇
河村 卓二，盛田 篤広
田中 聖人，宇野 耕治
安田健治朗

盲腸捻転を大腸内視鏡にて整復し
得た一例

第 103回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

大 阪 2020. 1. 18

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
井上 貴斗，四宮 遼
酒井 浩明，雨宮 可奈
碕山 直邦，白川 敦史
岡田 雄介，真田 香澄
中瀬浩二朗，萬代晃一朗
鈴木 安曇，河村 卓二
盛田 篤広，宇野 耕治
田中 聖人，安田健治朗

腸重積で発見された腎細胞癌小腸
転移の一例

第 103回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

大 阪 2020. 1. 18

萬代晃一朗，河村 卓二
宇野 耕治

当院における上部消化管再建術後
胆管結石に対する内視鏡治療での
偶発症予防の工夫と治療成績

第 103回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

大 阪 2020. 1. 18

碕山 直邦 多発小腸潰瘍の一例 第 17回日本消化管学
会総会学術総会

大 阪 2020. 2. 19

萬代晃一朗，酒井 浩明
鈴木 安曇，宇野 耕治

当院における術後再建腸管症例の
胆道疾患に対する，経鼻内視鏡を
用いた経口的直接胆管鏡の成績

第 112回消化器病学会
近畿支部例会

京都・
誌上発表

2020. 2. 20

白川 敦史 免疫チェックポイント阻害薬の使
用経験と副作用対策

第 112回消化器病学会
近畿支部例会

京都・
誌上発表

2020. 2. 20

四宮 遼，萬代晃一朗
井上 貴斗，酒井 浩明
雨宮 可奈，碕山 直邦
白川 敦史，岡田 雄介
真田 香澄，中瀬浩二朗
鈴木 安曇，河村 卓二
盛田 篤広，田中 聖人
宇野 耕治，安田健治朗

経乳頭的膵管ドレナージが不可能
であった膵石性急性膵炎に対し超
音波内視鏡下膵管ドレナージが有
用であった一例

第 112回日本消化器病
学会近畿支部例会

京都・
誌上発表

2020. 2. 20

河那辺祐子，四宮 遼
雨宮 可奈，碕山 直邦
白川 敦史，真田 香澄
萬代晃一朗，河村 卓二
盛田 篤広，宇野 耕治

免疫関連有害事象による腸炎と鑑
別を要した collagenous colitis の
一例

第 227回日本内科学会
近畿地方会

京都・
誌上発表

2020. 3. 7

木村 拓，井上 貴斗
酒井 浩明，岡田 雄介
中瀬浩二朗，鈴木 安曇
河村 卓二，盛田 篤広
宇野 耕治

頻回の下痢により循環血液量減少
性ショックを来たした十二指腸ガ
ストリノーマの一例

第 227回日本内科学会
近畿地方会

京都・
誌上発表

2020. 3. 7

佐竹 裕暁，中瀬浩二朗
井上 貴斗，四宮 遼
酒井 浩明，雨宮 可奈
碕山 直邦，白川 敦史
岡田 雄介，真田 香澄
萬代晃一朗，鈴木 安曇
河村 卓二，盛田 篤広
田中 聖人，宇野 耕治
安田健治朗

紅斑を契機に発見されたグルカゴ
ノーマと IPMC 合併の一例

第 104回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

Web 2020. 6. 27

阪口 和希，碕山 直邦
雨宮 可奈，白川 敦史
岡田 雄介，真田 香澄
中瀬浩二朗，萬代晃一朗
河村 卓二，盛田 篤広
宇野 耕治，田中 聖人
安田健治朗

免疫関連有害事象（irAE）腸炎の
一例

第 104回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

Web 2020. 6. 27

河村 卓二，碕山 直邦
宇野 耕治

内視鏡診断が困難であった炎症性
腸疾患関連悪性大腸腫瘍の 5症例

第 104回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

Web 2020. 6. 27
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
萬代晃一朗，宇野 耕治 術後再建腸管における良性胆道疾

患に対する EUS ガイド下治療に
おける偶発症予防の工夫と治療成
績

第 104回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

Web 2020. 6. 27

河村 卓二，碕山 直邦
宇野 耕治

便潜血陽性を繰り返す被検者の
advanced neoplasia のリスク
－便潜血陽性指摘から大腸内視鏡
施行までの期間と病変検出割合の
検討－

第 106回日本消化器病
学会総会 シンポジウ
ム「消化器がん検診の
課題と将来展望」

広島・Web 2020. 8. 11

碕山 直邦 当院における緩和目的大腸ステン
ト症例の検討

第 106回日本消化器病
学会総会

広島・Web 2020. 8. 11
-31

河村 卓二，宇野 耕治
田中 聖人

内視鏡データベースを用いた研究
の現状と課題

第 99回日本消化器内
視鏡学会総会

京 都 2020. 9. 2

萬代晃一朗 術後再建腸管症例の胆管結石に対
する内視鏡治療の偶発症予防の工
夫と治療成績

第 99回日本消化器内
視鏡学会総会

京 都 2020. 9. 2

T. Kawamura, N. Sakiyama,
K. Uno

Risk of advanced neoplasia in ex-
aminees with repeated positive fecal
immunochemistry test in an annual
colorectal cancer screening program

第 99回日本消化器内
視鏡学会総会 Inter-
natinal Symposium
“Colorectal cancer
screening and the post
polypectomy surveil-
lance”

京 都 2020. 9. 3

河村 卓二，真田 香澄
宇野 耕治

低リスク腺腫治療後の適正な大腸
内視鏡検査間隔

第 59回日本消化器が
ん検診学会総会 シン
ポジウム「大腸内視鏡
検診の視点から見た大
腸腺腫の取り扱い方
法」

Web 2020. 9. 30

古本恵理子，碕山 直邦
黄 哲久，中村 志歩
曽根 大暉，雨宮 可奈
猪上 尚徳，白川 敦史
岡田 雄介，真田 香澄
中瀬浩二朗，萬代晃一朗
河村 卓二，盛田 篤広
田中 聖人，宇野 耕治
安田健治朗

胃原発 GIST 術後の巨大肝転移再
発に対し術前化学療法が奏効し切
除しえた一例

第 113回日本消化器病
学会近畿支部例会

大 阪 2020. 10. 3

黄 哲久，古本恵理子
中村 志歩，曽根 大暉
雨宮 可奈，猪上 尚徳
碕山 直邦，白川 敦史
岡田 雄介，真田 香澄
中瀬浩二朗，萬代晃一朗
河村 卓二，盛田 篤広
田中 聖人，宇野 耕治

診断に苦慮した胆嚢癌の一例 第 113回日本消化器病
学会近畿支部例会

大 阪 2020. 10. 3

河村 卓二，中瀬浩二朗
宇野 耕治

瘢痕合併大腸腫瘍に対する under-
water EMR の有用性

第 113回日本消化器病
学会近畿支部例会

大 阪 2020. 10. 3

曽根 大暉，萬代晃一朗
宇野 耕治

当院における悪性遠位胆管閉塞に
対する Duckbill 型逆流防止弁付
き金属ステントの使用経験

第 113回日本消化器病
学会近畿支部例会

大 阪 2020. 10. 3

田中 聖人 シンポジウム 3 AI で医療・介
護革命，豊富なデータで最適な医
療・介護を導き出す試み，消化器
内視鏡領域における AI 開発
～問題点と Solution を中心に～

第 22回日本医療マネ
ジメント学会

京 都 2020. 10. 6
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
萬代晃一朗 術後再建腸管における胆道疾患に

対する経鼻内視鏡を用いた経口的
直接胆管鏡の有用性

JDDW 2020 神戸・Web 2020. 11. 7

北村 学士，古本恵理子
黄 哲久，中村 志歩
曽根 大暉，猪上 尚徳
雨宮 可奈，碕山 直邦
白川 敦史，岡田 雄介
真田 香澄，中瀬浩二朗
萬代晃一朗，河村 卓二
盛田 篤広，田中 聖人
宇野 耕治，安田健治朗

EUS-FNA で確定診断しえた膵イ
ンスリノーマの一例

第 105回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

京 都 2020. 12. 19

中村 志歩，河村 卓二
古本恵理子，黄 哲久
曽根 大暉，猪上 尚徳
碕山 直邦，白川 敦史
岡田 雄介，真田 香澄
中瀬浩二朗，萬代晃一朗
盛田 篤広，田中 聖人
宇野 耕治

直腸肛門部悪性黒色腫の一例 第 105回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

京 都 2020. 12. 19

大和田佳歩，真田 香澄
古本恵理子，黄 哲久
中村 志歩，曽根 大暉
猪上 尚徳，碕山 直邦
岡田 雄介，中瀬浩二朗
萬代晃一朗，河村 卓二
盛田 篤広，田中 聖人
宇野 耕治，金光 宣旭

増大傾向を認めた胃異所性胃腺の
一例

第 105回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

京 都 2020. 12. 19

萬代晃一朗，宇野 耕治
田中 聖人

術後再建腸管症例の胆管結石に対
する経鼻内視鏡を用いた経口的直
接胆管鏡の有用性

第 105回日本内視鏡学
会近畿支部例会

京 都 2020. 12. 19

碕山 直邦 当院で経験した潰瘍性大腸炎関連
癌の臨床的研究

第 105回日本内視鏡学
会近畿支部例会

京 都 2020. 12. 19

中村 志歩 直腸肛門部悪性黒色腫の一例 第 105回日本内視鏡学
会近畿支部例会

京 都 2020. 12. 19

碕山 直邦 当院で経験した潰瘍性大腸炎関連
癌の臨床的研究

第 105回日本内視鏡学
会近畿支部例会

京 都 2020. 12. 19

脳神経内科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

山本 康正，永金 義成
冨井 康宏

成因別にみた脳塞栓症の DWI 高
信号パターンの特徴

第 45回日本脳卒中学
会学術集会

横 浜 2020. 8. 23
-25

永金 義成，田中瑛次郎
山田 丈弘，濱中 正嗣
岸谷 融，沼 宗一郎
福永 大幹，西井 陽亮

超高齢発症脳梗塞生存例の 1年転
帰

第 45回日本脳卒中学
会学術集会

横 浜 2020. 8. 23
-25

濱中 正嗣，田中瑛次郎
山田 丈弘，岸谷 融
沼 宗一郎，福永 大幹
西井 陽亮，永金 義成

心房細動を有する超高齢脳梗塞患
者における抗凝固薬の長期有用性

第 45回日本脳卒中学
会学術集会

横 浜 2020. 8. 23
-25

田中瑛次郎，濱中 正嗣
山田 丈弘，岸谷 融
沼 宗一郎，福永 大幹
西井 陽亮，永金 義成

虚血発症の単独後下小脳動脈解離
の長期予後

第 45回日本脳卒中学
会学術集会

横 浜 2020. 8. 23
-25

学会発表（シンポジウム含） １０７



演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
藤並 潤，尾原 知行
前園 恵子，蒔田 直輝
水野 敏樹

がん関連脳梗塞に対する治療の指
標としての D-dimer 値の有用性

第 45回日本脳卒中学
会学術集会

横 浜 2020. 8. 23
-25

福永 大幹，田中瑛次郎
西井 陽亮，沼 宗一郎
岸谷 融，山田 丈弘
濱中 正嗣，永金 義成

アテローム血栓性脳梗塞患者に対
する抗血小板薬 2剤併用の至適期
間

第 45回日本脳卒中学
会学術集会

横 浜 2020. 8. 23
-25

西井 陽亮，田中瑛次郎
濱中 正嗣，山田 丈弘
岸谷 融，沼 宗一郎
福永 大幹，永金 義成

適正強度の直接作用型経口抗凝固
薬内服にも関わらず脳梗塞を発症
する非弁膜症性心房細動患者の検
討

第 45回日本脳卒中学
会学術集会

横 浜 2020. 8. 23
-25

永金 義成 虚血・出血・認知症
～広がり続ける脳小血管病の世
界．進行性脳梗塞の治療と課題

第 61回日本神経学会
学術大会

岡 山 2020. 8. 31
-9. 2

山本 康正，永金 義成
冨井 康宏，立岡 悠

レンズ核線条体動脈分枝の走行を
考慮した塞栓性線条体内包梗塞の
DWI 高信号の解析

第 61回日本神経学会
学術大会

岡 山 2020. 8. 31
-9. 2

永金 義成，田中瑛次郎
山田 丈弘，濱中 正嗣
芦田 真士，前園 恵子
小椋 史織

急性期脳梗塞入院患者の退院時自
立が長期転帰におよぼす影響

第 61回日本神経学会
学術大会

岡 山 2020. 8. 31
-9. 2

岸谷 融，濱中 正嗣
山田 丈弘，田中瑛次郎
沼 宗一郎，福永 大幹
西井 陽亮，永金 義成

京都市内の脳卒中一基幹病院にお
ける，脳梗塞発症時住居別の疫学
的特徴

第 61回日本神経学会
学術大会

岡 山 2020. 8. 31
-9. 2

藤原 葉月，東 弘美
永金 義成

神経内科病棟における脳卒中患者
の生活指導への取り組み

第 61回日本神経学会
学術大会

岡 山 2020. 8. 31
-9. 2

岸谷 融，村上 陳訓
濱中 正嗣，山田 丈弘
田中瑛次郎，沼 宗一郎
福永 大幹，西井 陽亮
永金 義成

広範な白質病変を呈した松果体腫
瘤による水頭症の 1例

第 116回日本神経学会
近畿地方会

大 阪 2020. 9. 6

濱中 正嗣，永金 義成
山田 丈弘，岸谷 融
藤並 潤，沼 宗一郎
福永 大幹，清水 夢基
村田 翔平

心房細動を有する超高齢脳梗塞患
者における抗凝固薬の長期有用性

第 23回日本栓子検出
と治療学会

東 京 2020. 10. 24
-25

Y. Nagakane, E. Tanaka,
T. Yamada, M. Hamanaka,
T. Kishitani, S. Numa,
D. Fukunaga, Y. Nishii

One-year outcome of independent
oldest-old stroke survivors

ESO-WSO 2020 Virtual
Conference

Web 2020. 11. 7
-9

濱中 正嗣，永金 義成
山田 丈弘，岸谷 融
藤並 潤，沼 宗一郎
福永 大幹，村上 陳訓
村上 守，岸田 健吾
鎌田 一晃，丸山 大輔

症候性アテローム硬化性脳底動脈
高度狭窄病変に対する経皮的脳血
管形成術

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京 都 2020. 11. 19
-21

山田 丈弘，村上 守
濱中 正嗣，丸山 大輔
沼 宗一郎，岸谷 融
藤並 潤，福永 大幹
岸田 健吾，鎌田 一晃
村上 陳訓，永金 義成

Combined technique による血栓回
収療法における 1 pass TICI3達成
に関与する因子

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京 都 2020. 11. 19
-21
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
沼 宗一郎，山田 丈弘
村上 守，丸山 大輔
岸谷 融，田中瑛次郎
藤並 潤，福永 大幹
村上 陳訓，永金 義成

血栓回収療法後に残存した閉塞血
管に対するアルガトロバンの有効
性について

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京 都 2020. 11. 19
-21

村上 守，丸山 大輔
鎌田 一晃，岸田 健吾
上田 廉，村上 陳訓
山田 丈弘，濱中 正嗣

当院における脳動脈瘤コイル塞栓
術中の血栓塞栓性合併症

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京 都 2020. 11. 19
-21

丸山 大輔，山田 丈弘
村上 守，永金 義成
村上 陳訓，橋本 直哉

FLAIR vascular hyperintensity と
DWI 所見による局所側副血行と
組織予後の層別化
－急性期中大脳動脈閉塞の有効再
開通例における検討－

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京 都 2020. 11. 19
-21

岸田 健吾，村上 守
濱中 正嗣，上田 廉
鎌田 一晃，村上 陳訓

塞栓術後亜急性期に前脈絡叢動脈
へコイルが突出した破裂脳動脈瘤
の 1例

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京 都 2020. 11. 19
-21

鎌田 一晃，村上 守
濱中 正嗣，永金 義成
岸田 健吾，村上 陳訓

急性期血行再建術が奏功した VA
-BA tandem occlusion の 1例

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京 都 2020. 11. 19
-21

福永 大幹，岸谷 融
西井 陽亮，濱中 正嗣
山田 丈弘，藤並 潤
沼 宗一郎，清水 夢基
村田 翔平，永金 義成

BCG 膀胱内注入療法から 2か月
後にギラン・バレー症候群類似症
候を呈した一例

第 117回日本神経学会
近畿地方会

奈 良 2020. 12. 5

濱中 正嗣，田中瑛次郎
山田 丈弘，岸谷 融
沼 宗一郎，福永 大幹
西井 陽亮，永金 義成

一過性黒内障における眼動脈エ
コーの有用性

第 39回日本脳神経超
音波学会総会

福 岡 2020. 12. 8
-9

小 児 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

齊藤 修，板倉 隆太
伊藤 正樹，渕向 透
米倉 竹夫，長村 敏生

東日本大震災小児医療復興新生事
務局事業の現況 10年目を迎える
にあたり

第 123回日本小児科学
会

神 戸 2020. 8. 23

野田佳奈子，大前 禎毅
長村 敏生，戸澤 雄紀

An infant case of subarachnoid
hemorrhage due to ruptured intrac-
ranial aneurysm（脳動静脈奇形ま
たは血管腫が疑われたが精査によ
り脳動脈瘤破裂と診断したくも膜
下出血の乳児例）

第 62回日本小児神経
学会

Web 2020. 9. 1
-30

小谷 泰一，長村 敏生
小澤 周二，関島 秀久
玉木 敬二

「京都乳幼児突然死症例検討会」
の実践報告

第 42回日本法医学会
学術中部地方集会

名古屋 2020. 10. 17

吉兼由佳子，深澤 隆治
廣野 恵一，小林 奈歩
今中（吉田）恭子，勝部康弘

バイオマーカーで川崎病難治例を
予測する
－テネイシン C，ペントラキシン
3－

第 40回日本川崎病学
会・学術集会

Web 2020. 10. 30
-31

Y. Yoshikane, R. Fukazawa,
K. Lmanaka, N. Kobayashi,
Y. Katsube

Biomakers predicting the Treatment-
Resistant Kawasaki disease

AHA 2020 Web 2020. 11. 13
-17

学会発表（シンポジウム含） １０９



外 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

伊藤 範朗，三好 隆行
渡邉 信之，越智 史明
氏家 和人，中村 吉隆
武村 學，山口 明浩
柿原 直樹，井川 理
岡野 晋治，谷口 弘毅

A case of primary gastric adenocar-
cinoma with enteroblastic differen-
tiation

第 92回日本胃癌学会
総会

横 浜 2020. 3. 4
-6

西田真衣子，石井 亘
三好 隆行，吉田 哲朗
渡邉 信之，越智 史明
氏家 和人，中村 吉隆
伊藤 範朗，武村 學
柿原 直樹，山口 明浩
飯塚 亮二，井川 理
岡野 晋治，谷口 弘毅

性同一性障害に対するアンドロゲ
ン製剤投与中に発症した乳癌の一
例

第 28回日本乳癌学会
学術総会

Web 2020. 10. 9
-31

吉田 哲朗，西田真衣子
石井 亘

PET-CT を契機に発見された潜在
性乳癌の 1例

第 28回日本乳癌学会
学術総会

Web 2020. 10. 9
-31

小野 寿子＊，西田真衣子
松本 沙耶，田口 哲也

がんゲノム医療における乳腺専門
医の役割

第 28回日本乳癌学会
学術総会

Web 2020. 10. 9
-31

呼吸器外科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

内掘 篤樹，加藤大志朗 サージカルマージン確保目的で行
われたリピオドールマーキング併
用区域切除 4例の検討

第 37回日本呼吸器外
科学会学術集会

Web 2020. 9. 29
-10. 12

高塚 沙紀，加藤大志朗
石川 成美，北岡 秀太
竹田 隆之，廣瀬 和紀
小倉 由莉，谷 望未
佐藤いずみ，立花 佑介
杉本 匠，片岡 伸貴

分葉不全症例に行ったリピオドー
ルマーキング 2例，適応と有用性
に関する考察

第 61回日本肺癌学会
学術集会

岡 山 2020. 11. 12
-14

心臓血管外科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

小林 卓馬 カテーテルアブレーション術後
同調律維持下に心原性脳梗塞を発
症し胸腔鏡下左心耳切除術（Wolf
-Ohtsuka 法）を施行した 1例

第 63回関西胸部外科
学会学術集会

Web 2020. 8. 30
-31

後藤 智行 A 型解離に対する TAR 術後 偽
腔内血栓による右腎梗塞を繰り返
した一例

第 48回日本血管外科
学会学術総会

Web 2020. 11. 27
-29

渡辺 和徳，外園 晃弘
田宮茉莉子，小西 亮
齋藤多恵子，福原 正太
東道 公人，小林 奈歩
藤井 法子，大前 禎毅
長村 敏生

急性糸球体腎炎を契機に発症した
PRES（ Posterior reversible en-
cephalopathy syndrome）の 12 歳
男児の一例

第 444回日本小児科学
会京都地方会

京 都 2020. 12. 13

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
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整 形 外 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

脳神経外科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

藤原 岳，村上 守
丸山 大輔，村上 陳訓
飯塚 亮二，橋本 直哉

重症頭部外傷におけるフィブリノ
ゲン製剤の投与基準と予測因子に
ついての検討

第 43回日本脳神経外
傷学会

誌上開催 2020. 5. 6
-7

丸山 大輔，岸田 健吾
鎌田 一晃，村上 守
村上 陳訓

脳出血に対する神経内視鏡下血腫
除去術の抗血栓療法の有無による
安全性と摘出度の検討

Stroke 2020 Web 2020. 8. 23
-25

岸田 健吾，丸山 大輔
藤原 岳，村上 守
村上 陳訓

特徴的な MRI 所見を呈した中大
脳動脈瘤破裂による急性硬膜下血
腫の 1例

Stroke 2020 Web 2020. 8. 23
-25

G. Fujiwara, M. Murakami,
D. Maruyama, N. Murakami,
R. Iiduka, N. Hashimoto

Consideration of usage criteria of fi-
brinogen concentrate for severe
traumatic brain injury

14th European Congress
on Emergency Medicine

Copenhargen 2020. 9. 19

村上 守，岸田 健吾
鎌田 一晃，上田 廉
村上 陳訓

当院における脳動脈瘤コイル塞栓
術中の血栓塞栓性合併症

第 79回日本脳神経外
科総会

岡山・Web 2020. 10. 15
-17

丸山 大輔，岸田 健吾
鎌田 一晃，村上 守
村上 陳訓

脳出血に対する神経内視鏡下血腫
除去術の安全性と問題点

第 79回日本脳神経外
科総会

岡山・Web 2020. 10. 15
-17

岸田 健吾，鎌田 一晃
丸山 大輔，村上 守
村上 陳訓

軽症頭部外傷後に発症した小児脳
静脈洞血栓症の 3例

第 79回日本脳神経外
科総会

岡山・Web 2020. 10. 15
-17

鎌田 一晃，村上 守
山田 丈弘，沼 宗一郎
濱中 正嗣，岸田 健吾
丸山 大輔，村上 陳訓

当院での脳底動脈閉塞に対する急
性期血行再建術の成績

第 79回日本脳神経外
科学会総会

岡山・Web 2020. 10. 15
-17

村上 守，丸山 大輔
岸田 健吾，鎌田 一晃
村上 陳訓

当院における脳動脈瘤コイル塞栓
術中の血栓塞栓性合併症

第 36回日本脳神経血
管内治療学会

京都・Web 2020. 11. 19
-21

丸山 大輔，山田 丈弘
村上 守，永金 義成
村上 陳訓，橋本 直哉

FLAIR vascular hyperintensity と
DWI 所見による局所側副血行と
組織予後の層別化
－急性期中大脳動脈閉塞の有効再
開通例における検討－

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京都・Web 2020. 11. 19
-21

岸田 健吾，村上 守
上田 廉，鎌田 一晃
村上 陳訓

塞栓術後亜急性期に前脈絡叢動脈
へコイルが突出した破裂脳動脈瘤
の 1例

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京都・Web 2020. 11. 19
-21

鎌田 一晃，村上 守
濱中 正嗣，永金 義成
岸田 健吾，村上 陳訓

急性期血行再建術が奏功した VA
-BA tandem occlusion の 1例

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京都・Web 2020. 11. 19
-21

山田 丈弘，村上 守
丸山 大輔，沼 宗一郎
岸谷 融，藤並 潤
福永 大幹，岸田 健吾
鎌田 一晃，村上 陳訓
永金 義成

Combined technique による血栓回
収療法における 1 pass TICI 3達成
に関与する因子

第 36回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

京都・Web 2020. 11. 19
-21

野々村 卓，八田陽一郎
外村 仁，小池 宏典
高取 良太，長江 将輝

骨粗鬆症性新鮮椎体骨折に対する
最小侵襲脊椎安定術 抜釘後の画
像評価

第 49回日本脊椎脊髄
病学会学術集会

神戸・Web 2020. 9. 7
-9
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

形 成 外 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

矢持 良，貴島 顕二
金 晴惠，杉本 佳陽

下腿切断時に後脛骨動脈有茎足底
皮弁を用いた spare parts surgery
で膝関節を温存し得た一例

第 12回日本創傷外科
学会総会・学術集会

徳 島 2020. 12. 10

矢持 良，貴島 顕二
金 晴惠，杉本 佳陽

動脈硬化が進行し血管吻合に難渋
した遊離組織移植の一例

第 12回日本創傷外科
学会総会・学術集会

徳 島 2020. 12. 10

泌 尿 器 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

迫 智之，太田 雄基
井上 裕太，邵 仁哲

当院における Endoscopic Com-
bined Intrarenal Surgery（ECIRS）
の初期経験

第 70回日本泌尿器科
学会中部総会

金沢・Web 2020. 11. 12
-14

鳴川 司＊，邵 仁哲
兼光 紀行，針貝 俊治
浮村 理

加齢性性腺機能低下症に対する，
筋肉注射と軟膏を組み合わせたテ
ストステロン補充療法の有効性：
an open-labeled, randomized, cross-
over study

第 70回日本泌尿器科
学会中部総会

金沢・Web 2020. 11. 12
-14

迫 智之，太田 雄基
井上 裕太，邵 仁哲

当院における CVP 治療経験の報
告

第 34回日本泌尿器内
視鏡学会総会

Web 2020. 11. 19
-21

産 婦 人 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

谷 顕裕，藤田 宏行
秋山 鹿子，加藤 聖子
衛藤 美穂

子宮筋腫により大量出血で救急搬
送された 3症例

京都産科婦人科学会令
和 2年度学術集会

京 都 2020. 10. 17

加藤 聖子，藤田 宏行
谷 顕裕，秋山 鹿子
衛藤 美穂

当院における 70歳以上の高齢子
宮体癌患者に対する治療の検討

第 143回近畿産科婦人
科学会

大 阪 2020. 10. 25

眼 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

柏井 瑛美（足立瑛美） 白内障術中術後合併症とその背景
因子の検討

第 124回日本眼科学会
総会

Web 2020. 4. 27
-5. 18

喜馬 崇至，野々村 卓
松木 正史，福井 康人
八田陽一郎，藤原 浩芳
日下部虎夫

膝蓋骨粉砕骨折において関節面を
構成する小骨片の整復・鋼線固定
が役立った 2例

第 46回日本骨折治療
学会

Web 2020. 9. 19
-21

立入 久和，近藤 寛美
藤原 浩芳，奥田 良樹

原発性骨粗鬆症に対するデノスマ
ブ 3年の治療効果と前投薬の影響

第 22回骨粗鬆症学会 Web 2020. 10. 9
-11

山本 浩基，後藤 毅
齊藤 正純，石田 雅史
林 成樹，池上 徹
上島圭一郎，高橋 謙治

特発性大腿骨頭壊死症に対する電
気刺激・電磁場刺激の効果の検討
DCE-MRI を用いて

第 35回日本整形外科
学会基礎学術集会

Web 2020. 10. 15
-16

福井 康人 BiCONTACT E ステムの 5年成績 第 47回日本股関節学
会学術集会

四日市・
Web

2020. 10. 23
-24

原 佑輔＊，生駒 和也
牧 昌弘，城戸 優充
谷口 大吾，大橋 鈴代
高橋 謙治

捻挫後の足関節不安定性と疼痛が
主訴であった色素性結節絨毛性滑
膜炎の 1例

第 45回日本足の外科
学会学術集会

Web 2020. 11. 26
-12. 13
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小林 瞳，澁井 洋文
松本佳保里，粥川佳菜絵
吉川 晴菜，溝部 惠子
田中 寛

ペムブロリズマブ投与中に Vogt
─小柳─原田病を発症した一例

第 124回日本眼科学会
総会

Web 2020. 4. 27
-5. 18

井村 泰輔＊，脇舛 耕一
粥川佳菜絵，堀内 稔子
稗田 牧，奥 拓明
山崎 俊秀，稲富 勉
横井 則彦，木下 茂
外園 千恵

全層角膜移植後感染症の発症背景
と起炎菌，予後に関する検討

第 124回日本眼科学会
総会

Web 2020. 4. 27
-5. 18

高橋 実花＊，小嶋健太郎
吉井 健悟，稗田 牧
堀内 稔子，小室 青
山崎 俊秀，木下 茂
外園 千恵

白内障手術後の度数ずれに影響す
る因子についての検討

第 124回日本眼科学会
総会

Web 2020. 4. 27
-5. 18

古賀 雄佑＊，小嶋健太郎
吉井 健悟，草田 夏樹
青木 崇倫，堀内 稔子
北澤 耕司，外園 千恵

超高齢者の白内障手術後の度数ず
れについての検討

第 124回日本眼科学会
総会

Web 2020. 4. 27
-5. 18

耳鼻咽喉科・気管食道外科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

内田 真哉，藤田 智貴
森本 寛基，村井 尚子
村上 怜，齋藤 敦志
出島 健司

嚥下改善型声門下閉鎖術の術後経
過

第 30回日本頭頸部外
科学会

那 覇 2020. 1. 30

大垣優佳子，村上 怜
内田 真哉

嚥下改善術を併設した甲状舌管癌
の 1例

第 30回日本頭頸部外
科学会

那 覇 2020. 1. 30

内田 真哉，井川 理
山口 明浩，山口真紀子
山下 弘子

当院における重症嚥下障害患者へ
の対応

第 35回日本臨床栄養
代謝学会

京 都 2020. 2. 28

村上 徹，井川 理
内田 真哉，山口真紀子
小原真菜美，白濱なおみ
加藤 良隆，中西 裕明

透析患者における入院中の透析間
体重増加に関する因子の検討

第 35回日本臨床栄養
代謝学会

京 都 2020. 2. 28

山口真紀子，木下真理衣
松尾 彩加，村上 茉衣
渥美 香菜，山下 弘子
松田小百合，小原真菜美
中西 裕明，加藤 良隆
村上 徹，内田 真哉
井川 理

新しい嚥下チームにおける NST
の役割

第 35回日本臨床栄養
代謝学会

京 都 2020. 2. 28

内田 真哉 耳小骨連鎖を外さない経乳突的顔
面神経減荷術

第 4回日本メディカル
イラストレーション学
会

倉 敷 2020. 3. 1

内田 真哉，藤田 智貴
村井 尚子，村上 怜
齋藤 敦志，出島 健司

誤嚥防止術における臨床倫理的問
題

第 8回日本臨床倫理学
会

東 京 2020. 3. 21

M. Uchida The Combined Approach of Sub-
glottic laryngeal Closure and Selec-
tive Myotomy of Swallowing re-
lated Muscles

COSM 2020 Atlanta 2020. 5. 15
-6. 16

藤田 智貴，出島 健司
内田 真哉，齋藤 敦志
村上 怜，村井 尚子

当科での新型コロナウイルス対策 第 46回京都医学会 北九州 2020. 9. 27
-10. 31

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
内田 真哉 Hunt 症候群治癒率向上への挑戦，

Hunt 症候群への減荷術
第 43回日本顔面神経
学会

松 山 2020. 9. 30

村井 尚子，内田 真哉
森本 寛基

内視鏡下顔面神経部分減荷術が有
効であった側頭骨骨折の 1例

第 43回日本顔面神経
学会

岡 山 2020. 9. 30

内田 真哉，藤田 智貴
村井 尚子，村上 怜
齋藤 敦志，出島 健司

顔面神経減荷術における耳小骨連
鎖の処理について

第 121回日本耳鼻咽喉
科学会

京 都 2020. 10. 7

出島 健司 当科における難治性好酸球性副鼻
腔炎症例に対するデュピルマブの
使用経験

第 59回日本鼻科学会 東 京 2020. 10. 10

内田 真哉，村井 尚子
村上 怜，齋藤 敦志

Sub-annular tubing 施行例の検討 第 30回日本耳科学会 北九州 2020. 11. 12

村井 尚子，内田 真哉
村上 怜，齋藤 敦志

稀な Brevibacterium otitidis を耳漏
から検出した 3例

第 30回日本耳科学会 北九州 2020. 11. 12

齋藤 敦志，藤田 智貴
村井 尚子，村上 怜
内田 真哉，出島 健司

未分化転化をきたした甲状舌管癌
の 1例

第 135回日耳鼻京滋合
同地方部会

東 京 2020. 12. 12

歯科口腔外科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

三上 正樹，加藤 裕大
髙橋 佳也，山田 聡
西川 正典，猪田 浩理

顎下腺体内と腺管内に認めた巨大
な唾石の 1例

第 65回日本口腔外科
学会学術大会

Web 2020. 11. 13

放射線診断・治療科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

窪田 博亮，河上 亨平
他

肺トキソカラ症の一例 第 324回日本医学放射
線学会関西支部会

大 阪 2020. 2. 8

増井 浩二 見てはいけない小線源治療の世界 第 33回放射線腫瘍学
会

Web 2020. 10. 3

放射線科（技師）
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

岡本 繁 京滋骨粗鬆症マネージャー会議を
発足しての活動報告

第 22回日本骨粗鬆症
学会

Web 2020. 10. 10

病理診断科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

安川 覚 臨床的に注目されている膵臓病変
の病理
～EUS-FNA と膵癌早期病変を中
心として～

第 33回生活習慣病予
防検診細胞診従事者研
修会

京 都 2020. 2. 16

S. Yasukawa Pathology of“early”pancreatic can-
cer

第 79回日本医学放射
線学会総会

Web 2020. 5. 15
-6. 14

安川 覚，他 1型自己免疫性膵炎に対する，
EUS-FNA における 22 G Franseen
針と 20 G 側溝付き針による病理
組織学的検討

第 109回日本病理学会
総会

Web 2020. 7. 1
-31

金居 李紗，他 マントル細胞リンパ腫の経過中に
古典的ホジキンパ腫を複合した一
症例

第 109回日本病理学会
総会

Web 2020. 7. 1
-31
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救 急 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

成宮 博理，平木 咲子
飯塚 亮二，西本 草太
大前 禎毅，長村 敏生

心停止蘇生後の第 51病日に脳死
下臓器提供に至った 6歳未満小児
例

第 47回日本集中治療
医学会学術集会

名古屋・
Web

2020. 3. 6
-8

岡田 麻美，岡田 遥平
成宮 博理，石井 亘
飯塚 亮二

JTDB を用いた外傷患者における
搬入時体温と予後との関連につい
ての研究

第 47回日本集中治療
医学会学術集会

名古屋・
Web

2020. 3. 6
-8

神鳥 研二，岡田 遥平
松山 匡，鶴岡 歩
飯塚 亮二
study group J-point registry

偶発性低体温症における SOFA
スコアの死亡予測能 多施設過去
起点コホート研究

第 47回日本集中治療
医学会学術集会

名古屋・
Web

2020. 3. 6
-8

成宮 博理，飯塚 亮二 救急集中治療の終末期方針検討に
おける多職種カンファレンスの現
状と倫理的問題点

第 47回日本集中治療
医学会学術集会

名古屋・
Web

2020. 3. 6
-8

岩尾 知佳，上野 沙織
大西 晶子，成宮 博理

ICU から直接自宅退院し抜管後
に看取りを行った心停止蘇生後の
1事例

第 47回日本集中治療
医学会学術集会

名古屋・
Web

2020. 3. 6
-8

中村 嘉，成宮 博理
北川 好美，大西 晶子
石井 亘，飯塚 亮二

患者を支える存在が友人に限られ
る場面で多職種の連携と議論によ
って終末期医療・ケアの方針を決
定した 1例

第 47回日本集中治療
医学会学術集会

名古屋・
Web

2020. 3. 6
-8

荒井 裕介，神鳥 研二
宮国道太郎，岡田 麻美
大岩 祐介，中村 嘉
榊原 謙，石井 亘
成宮 博理，飯塚 亮二

当院における 6年間の ECPR 成
績向上のための取り組みとその効
果に関する検討

第 47回日本集中治療
医学会学術集会

名古屋・
Web

2020. 3. 6
-8

成宮 博理，本園 佳奈
飯塚 亮二

ベッドマット上での胸骨圧迫にお
いて背板は不要である（第二報）

第 23回日本臨床救急
医学会総会・学術集会

Web 2020. 8. 27
-28

阪井貴美子，梶山真太郎
門野真由子，加藤さやか
瀬野 真文，村上 徹
中島 聡志，成宮 博理
長谷川剛二

たこつぼ心筋症，横紋筋融解症を
合併した劇症 1型糖尿病の 1例

第 63回日本糖尿病学
会年次学術集会

Web 2020. 10. 5
-16

神鳥 研二，石井 亘
飯塚 亮二

外傷性膵損傷の治療戦略 当院に
おける外傷性単独膵損傷治療戦略
内視鏡と手術のコンビネーション

第 56回日本腹部救急
医学会総会

Web 2020. 10. 8
-11. 2

石井 亘，南出 大輝
小西 沙季，出口 琢人
武村 秀孝，吉田 哲朗
宮国道太郎，神鳥 研二
大岩 祐介，榊原 謙
飯塚 亮二

腹部救急とチーム医療 市中救命
救急センターにおける腹部救急疾
患の診療体制

第 56回日本腹部救急
医学会総会

Web 2020. 10. 8
-11. 2

木村 拓，宮国道太郎
榊原 謙，石井 亘
飯塚 亮二

血便を主訴に来院し，外科的切除
を行った虫垂出血の 1例

第 56回日本腹部救急
医学会総会

Web 2020. 10. 8
-11. 2

中山 藍，笹松 信吾
宮国道太郎，神鳥 研二
中村 嘉，石井 亘

骨盤放射線照射後に膀胱穿孔をき
たした一例

第 56回日本腹部救急
医学会総会

Web 2020. 10. 8
-11. 2

吉田 哲朗，西田真衣子
石井 亘

PET-CT を契機に発見された潜在
性乳癌の 1例

第 28回日本乳癌学会
学術総会

Web 2020. 10. 9
-31
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
西田真衣子，石井 亘
三好 隆行，吉田 哲朗
渡邉 信之，越智 史明
氏家 和人，中村 吉隆
伊藤 範朗，武村 學
柿原 直樹，山口 明浩
飯塚 亮二，井川 理
岡野 晋治，谷口 弘毅

性同一性障害に対するアンドロゲ
ン製剤投与中に発症した乳癌の一
例

第 28回日本乳癌学会
学術総会

Web 2020. 10. 9
-31

神鳥 研二，岡田 遥平
岡田 麻美，中島 聡志
岡田 信長，松山 匡
北村 哲久，成宮 博理
飯塚 亮二

JAAM-OHCA Registry 成果報告
院外心停止における，shockable
rhythm からの波形変化と神経学
的予後の関係

第 48回日本救急医学
会総会・学術集会

岐 阜 2020. 11. 18
-20

岡田 麻美，岡田 遥平
神鳥 研二，中島 聡志
岡田 信長，松山 匡
北村 哲久，成宮 博理
飯塚 亮二

JAAM-OHCA registry を用いた小
児院外心停止における pH と予後
との関連についての研究

第 48回日本救急医学
会総会・学術集会

岐 阜 2020. 11. 18
-20

石井 亘，神鳥 研二
宮国道太郎，岡田 麻美
大岩 祐介，榊原 謙
飯塚 亮二

当院における交通外傷を契機にし
た小児外傷症例の実態

第 48回日本救急医学
会総会・学術集会

岐 阜 2020. 11. 18
-20

笹松 信吾，石井 亘
飯塚 亮二

当施設における孤立性上腸間膜動
脈解離症例の検討と超音波検査の
有用性

第 48回日本救急医学
会総会・学術集会

岐 阜 2020. 11. 18
-20

神鳥 研二，岡田 遥平
岡田 麻美，中島 聡志
岡田 信長，松山 匡
北村 哲久，成宮 博理
飯塚 亮二

院外心停止における，shockable
rhythm からの波形変化と神経学
的予後の関係：JAAM-OHCA
Registry 二次解析

第 48回日本救急医学
会総会・学術集会

岐 阜 2020. 11. 18
-20

榊原 謙，南出 大輝
小西 沙季，出口 琢人
武村 秀孝，吉田 哲朗
神鳥 研二，岡田 麻美
石井 亘，成宮 博理
飯塚 亮二

SMA 血栓塞栓症における術中
ICG 蛍光法による腸管血流評価
の有用性

第 48回日本救急医学
会総会・学術集会

岐 阜 2020. 11. 18
-20

山崎 弘貴，平木 咲子
榊原 謙，南出 大輝
出口 琢人，武村 秀孝
神鳥 研二，大岩 祐介
石井 亘，成宮 博理
飯塚 亮二

自動車事故直前に内因性大動脈解
離を発症したと考えられる院外心
停止

第 48回日本救急医学
会総会・学術集会

岐 阜 2020. 11. 18
-20

石井 亘，吉田 哲朗
神鳥 研二，宮国道太郎
平木 咲子，大岩 祐介
中村 嘉，荒井 裕介
榊原 謙，成宮 博理
飯塚 亮二

新専門医制度の 3年目を総括する
新専門医制度下における専攻医の
状況と当院のプログラムの問題点

第 48回日本救急医学
会総会・学術集会

岐 阜 2020. 11. 18
-20

石井 亘 四輪車乗車中の高齢者外傷におけ
る実態の検討

第 56回日本交通科学
学会総会

Web 2020. 11. 23
-24

石井 亘 四肢・骨盤外傷
－交通外傷に特有な事例も含めて
－

第 56回日本交通科学
学会総会

Web 2020. 11. 23
-24

神鳥 研二，石井 亘
飯塚 亮二

Kampala Trauma Score は，日本の
外傷診療でも良好な死亡識別能を
有するか

第 34回日本外傷学会
総会・学術集会

Web 2020. 12. 7
-8
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
石井 亘，武村 秀孝
吉田 哲朗，神鳥 研二
宮国道太郎，大岩 祐介
榊原 謙，飯塚 亮二

当院における重症小児外傷の実態 第 34回日本外傷学会
総会・学術集会

Web 2020. 12. 7
-8

健 診 部
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

小林 正夫，角水 正道
前川 高天

京都市における胃がん内視鏡検診
の現状

第 103回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会
シンポジウム

大 阪 2020. 1. 18

小林 正夫，角水 正道
前川 高天

クラウドシステムを用いた京都市
の胃がん内視鏡検診の現状

第 16回日本消化管学
会総会学術集会 コア
シンポジウム 4

姫 路 2020. 2. 8

薬 剤 部
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

神田英一郎 自己注射・吸入指導チェックシー
ト導入による保険薬局との連携
～自己注射，吸入における薬物療
法の向上を目指して～

第 41回日本病院薬剤
師会近畿学術大会

神 戸 2020. 2. 15

熊野 瑛巴，秦 晴菜
中島 悠介，大坪 達弥
小森 玉緒，岡橋 孝侍
藤田 敦夫，友金 幹視

抗血栓薬内服中の転倒による頭蓋
内出血リスク解析及び薬剤師がで
きること

第 41回日本病院薬剤
師会近畿学術大会

神 戸 2020. 2. 15

須藤ほおみ，瀬下 貴大
荻野 仁未，藤田 将輝
中西 裕明，大坪 達弥
岡橋 孝侍，藤田 敦夫
友金 幹視

週 1回 GLP-1製剤デュラグルチ
ドにおける腎保護についての検討

第 41回日本病院薬剤
師会近畿学術大会

神 戸 2020. 2. 15

古池 志織，三宅 優奈
住野 芽衣，藤本 彩花
加藤 良隆，野口 裕介
岡橋 孝侍，藤田 敦夫
友金 幹視

パニツムマブの皮膚障害に対して
用いられるステロイド外用薬の成
分に関する実態調査

第 41回日本病院薬剤
師会近畿学術大会

神 戸 2020. 2. 15

梅原せいら，岸本 翔
井上 渉，江島 智彦
加藤 良隆，野口 裕介
岡橋 孝侍，藤田 敦夫
友金 幹視

患者自己調節硬膜外鎮痛法
（PCEA）による副作用発現に関
する現状調査

第 41回日本病院薬剤
師会近畿学術大会

神 戸 2020. 2. 15

小森 玉緒 薬剤師の視点から見える転倒転落
リスク

第 6回日本医療安全学
会学術総会

東 京 2020. 3. 7

岸本 翔，澤田 真嗣
藤田 将輝，大山 翔
村木 優一，友金 幹視

ESBL 菌血症に対するセフメタ
ゾールへの境域化の有用性

第 68回日本化学療法
学会

神戸・Web 2020. 9. 14

加藤 良隆，小森 玉緒
友金 幹視

病院薬剤師と保険薬局薬剤師の連
携による外来患者への介入マネジ
メント

第 22回日本医療マネ
ジメント学会学術総会

京 都 2020. 10. 6

小森 玉緒，加藤 良隆
友金 幹視

Think Fast Campaign
～薬剤師の役割について考える～

第 22回日本医療マネ
ジメント学会学術総会

京 都 2020. 10. 7

堀内あす香，岡橋 孝侍
岸本美紀子，友金 幹視

新型コロナウイルス感染拡大防止
対策
～電話診療による処方箋発行の対
応～

第 30回日本医療薬学
会年会

Web 2020. 10. 24
-11. 1
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加藤 良隆，丸濵 暢子
大坪 達弥，鹿浦 香織
野口 裕介，神田英一郎
岡橋 孝侍，藤田 敦夫
友金 幹視

IRd 療法による嘔吐に 5-HT3受容
体拮抗薬が有効であった一例

第 30回日本医療薬学
会年会

Web 2020. 10. 24
-11. 1

野口 裕介，加藤 良隆
大坪 達弥，鹿浦 香織
神田英一郎，小林 大祐
眞釼 彩子，江島 智彦
豕瀬 諒，村木 優一
友金 幹視

膵がん術後補助化学療法における
S-1の忍容性に関する現状調査

第 30回日本医療薬学
会年会

Web 2020. 10. 24
-11. 1

検 査 部
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

田辺 祐也 急性骨髄性白血病（AML）とワ
ルデンシュトレームマクログロブ
リン血症（WM）を併発した一症
例

第 21回日本検査血液
学会学術集会

Web 2020. 7. 11

臨床工学課
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

小森 直美 自己心拍優先機能を用いても心室
ペーシング抑制に至らなかった発
作性房室ブロックの 1症例

日本不整脈心電学会
第 12回植込みデバイ
ス関連冬季大会

名古屋 2020. 2. 6
-8

臼杵 大介 機能的冠動脈狭窄における安静時
および冠血流予備量比の冠内圧測
定時間の比較

第 55回京都病院学会 Web 2020. 6. 14
-7. 12

坂口 直久 ICD と干渉して AED がさどうし
たと考えられる院外心肺停止の 1
例

第 30会日本臨床工学
会

名古屋 2020. 9. 29

市木 也久 当院スキルスラボの現状と課題 日本医療マネージメン
ト学会

京 都 2020. 10. 6
-7

看 護 部
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

乾 啓子，川合 幹子
魚嶋 伸彦

当院におけるパスの課題とパス
チームへの支援体制の検討

日本クリニカルパス学
会

熊 本 2020. 1. 17

西谷 葉子，他 EGFR 阻害剤の皮膚症状マネジメ
ントについて IASM 看護介入に
よりセルフケア能力向上に有効で
あった 4症例

第 25回日本緩和医療
学会学術大会

Web 2020. 8. 9

藤原 葉月，東 弘美
永金 義成

神経内科病棟における脳卒中患者
の生活指導への取り組み

第 61回日本神経学会
学術大会

Web 2020. 8. 31

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

感染管理室
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

熊谷 康平＊，小阪 直志
村田 龍宣，船越 真理
澤田 真嗣，勝田 優
堀内 望，杉田 直哉
中西 雅樹，清水 恒広
大野 聖子，藤田 直久

外来患者における経口抗菌薬使用
量および分離耐性菌に関する多施
設実態調査

第 35回日本環境感染
学会

横 浜 2020. 2. 14
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岸本 翔，澤田 真嗣
藤田 将輝，大山 翔
岡橋 孝侍，藤田 敦夫
村木 優一，友金 幹視

ESBL 菌血症に対してメロペネム
からセフメタゾールへ De-escalation
することは可能か

第 68回日本化学療法
学会総会

神 戸 2020. 6. 11

栄養サポートチーム
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

井川 理，山口 明浩
内田 真哉，村上 徹
山口真紀子，松田小百合
山下 弘子，渥美 香菜
中西 裕明，加藤 良隆
堀内あす香，藤田 敦夫
小原真菜美，白濵なおみ

再発膵癌の外来化学療法における
栄養評価と栄養指導の意義

第 35回日本臨床栄養
代謝学会学術集会

京 都 2020. 2. 27
-28

山口真紀子，木下真里衣
松尾 彩花，村上 茉衣
渥美 香菜，木藤 淑子
山下 弘子，松田小百合
小原真菜美，中西 裕明
加藤 良隆，村上 徹
内田 眞哉，井川 理

新しい嚥下チームにおける NST
の役割

第 35回日本臨床栄養
代謝学会学術集会

京 都 2020. 2. 27
-28

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
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研究会・講演等

血 液 内 科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

魚嶋 伸彦 低リスク MDS の治療戦略 Hematology Frontier
Forum in Kyoto

京 都 2020. 1. 10

魚嶋 伸彦 移植前後のビダーザ治療 造血器 up to date フ
ォーラム 2020

大 阪 2020. 1. 24

長田 浩明 経口 DMARDS 投与により再燃し
たメトトレキセート関連リンパ増
殖性疾患

第 15回近畿血液疾患
治療研究会

京 都 2020. 1. 25

宮下 明大 原発性縦隔大細胞型 B 細胞リン
パ腫における PET-CT 検査の解
釈に関する検討

第 15回近畿血液疾患
治療研究会

京 都 2020. 1. 25

長田 浩明 びまん性大細胞型 B 細胞リンパ
腫における CT 大腰筋面積の影響

血液疾患先端治療学セ
ミナー

京 都 2020. 1. 31

魚嶋 伸彦 濾胞性リンパ腫の治療戦略 茨城県血液がん教育セ
ミナー

水 戸 2020. 2. 6

魚嶋 伸彦 Clinical Question から考える濾胞
性リンパ腫治療戦略

悪性リンパ腫カンファ
レンス in 姫路

姫 路 2020. 9. 4

魚嶋 伸彦 「血液がんとはなにか」と「それ
ぞれの疾患と治療の理解」：多発
性骨髄腫

NPO 法人血液情報広
場・つばさ主催フォー
ラム in 奈良

奈 良 2020. 9. 5

宮下 明大 PTCY 法によるハプロ移植後に
SOS を発症した一例

SOS 診断と治療 2020
web セミナー

京 都 2020. 9. 5

魚嶋 伸彦 DRd の使用経験と今後の治療戦
略

Transplant Ineligible
Newly Diagnosed Mul-
tiple Myeloma : Jans-
sen Web Seminar

京 都 2020. 11. 10

宮下 明大 当院におけるポナチニブの使用経
験とその考察

第 2回 KyotoHematol-
ogyClinical Conference

京 都 2020. 11. 13

魚嶋 伸彦 血液疾患の病態・治療の理解と看
護師の役割・白血病編

日総研セミナー 大 阪 2020. 11. 15

魚嶋 伸彦 初発移植非適応骨髄腫おける初期
治療の重要性と治療戦略

Multiple Myeloma
Small Web Meeting

京 都 2020. 11. 24

魚嶋 伸彦 Clinical Question から考える濾胞
性リンパ腫治療戦略

悪性リンパ腫 WEB
セミナー in 静岡

静 岡 2020. 11. 30

隄 康彦 AML 治療について 造血器腫瘍の支持療法
を考える

京 都 2020. 12. 9

魚嶋 伸彦 CML における TKI 治療の副作用
マネージメント

BMS HEMTOLOGI-
CAL WEB SEMINAR

京 都 2020. 12. 14

糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

長谷川剛二 DKD を理解して臨床に活かす 京都糖尿病フォーラム 京 都 2020. 1. 18

長谷川剛二 変化した糖尿病食事療法の考え
方．変化した糖尿病食事療法の考
え方
～糖尿病診療ガイドライン 2019
から～

Diabetes WEB 講演会 Web 2020. 8. 1

１２０



演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
長谷川剛二 第一選択薬の考え方

－SGLT2阻害薬とビグアナイド
薬－

第 12回釜座 DM カン
ファレンス

Web 2020. 9. 12

茎田 祐司 RA 治療における最新治療薬の使
い方

第 2回 REIWA の会 Web 2020. 9. 24

村上 徹 CKD/DKD の栄養指導を考える 第 7回釜座腎臓と糖尿
病を考える会

Web 2020. 11. 21

宮内 英華 DKD の腎生検の適応と意義 第 7回釜座腎臓と糖尿
病を考える会

Web 2020. 11. 21

長谷川剛二 基礎インスリン製剤としての
IDegLira の可能性

Diabetes Web Meeting
in Kyoto

Web 2020. 12. 12

循環器内科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

井上 啓司 心不全合併の心房細動の治療戦略
～アブレーションと MR 遮断薬
の可能性～

古都ハートセミナー 京 都 2020. 1. 22

井上 啓司 心房細動症候群 2020
～血圧管理と抗凝固療法の考え方
～

高齢者トータルケアア
プローチ

松 山 2020. 1. 31

白神 彬子 短期間にて再入院を繰り返す心不
全患者に対して ARNI が有効で
あった一例

第 16回京都市北西部
循環器カンファレンス

京 都 2021. 2. 4

坂谷 知彦 血行再建の限界と薬物療法ででき
ること
～Heart Risk View-S を用いたリ
スク評価～

第 45回 New Town
Conference

神 戸 2020. 2. 8

井上 啓司 High-risk AF care 2020
～降圧と抗血栓の Next Stage～

舞鶴医師会講演会 舞 鶴 2020. 2. 20

椿本 恵則 レトロデバイス通過困難かつワイ
ヤスタックに陥った右冠動脈
CTO の 1例

Complex Intervention
Enthusiasts Conference
（CIEC）

Web 2020. 6. 18

椿本 恵則 IVUS を CTO ワイヤリングに活
かす！！

1st Complex Interven-
tion Operator’s Confer-
ence

Web 2020. 7. 1

井上 啓司 SGLT 2阻害薬を推す 7つの理由
～循環器内科からの医見～

Diabetes WEB 講演会 Web 2020. 7. 2

Y. Tsubakimoto A case of RCA-CTO with difficulty
crossing retro device and wire stuck

INDO JAPAN Digi-
Connect

Web 2020. 7. 14

井上 啓司 Fight against AF 2020
～血圧管理と血栓予防を中心に～

WEB セミナー，中京
西部医師会 学術集談
会（中京西部医師会生
涯教育講座）

Web 2020. 8. 29

椿本 恵則，池下 裕樹
小澤 孝明，谷 遼太郎
白神 彬子，佐分利 誠
伏村 洋平，笠原 武
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

W BADFORM が有用であったワ
イヤ通過困難 CLTI 症例

第 62回京滋奈良 In-
terventional Cardiology
研究会

京 都 2020. 8. 29

井上 啓司 諦めない心房細動治療
～新たなる希望～

最新の不整脈治療戦略
を考える

Web 2020. 9. 3

研究会・講演等 １２１



演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
椿本 恵則 Bidirectional approach で双方向の

MC が進まないときどうする
第 2回 Complex Inter-
vention Enthusiasts
Conference（CIEC）

Web 2020. 9. 4

井上 啓司 AF care 2020
～血圧管理と血栓予防の New
Stage～

循環器疾患におけるパ
ラダイムシフト
～心房細動と高血圧マ
ネジメントの未来を考
える～

Web 2020. 9. 5

白神 彬子，椿本 恵則
池下 裕樹，小澤 孝明
谷 遼太郎，佐分利 誠
伏村 洋平，笠原 武
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

引き抜き時のワイヤバイアスを利
用し Orbital Atherectomy を施行
した冠動脈 2枝病変の一例

第 16回 KYFC 京 都 2020. 10. 2

椿本 恵則 Lutonix DCB のリアルな話
－FP 領域 EVT における DCB の
立ち位置を再考してみる－

The 15th Seminar of
Peripheral CTO for Car-
diologists

Web 2020. 10. 3

井上 啓司 症例検討
～難渋した心房細動症例～：クラ
イオバルーンで治療し左房内心房
粗動の一例

AF Ablation Expert
Meeting

Web 2020. 10. 9

椿本 恵則 三日月から満月の仕上げ方 Full Moon Night Webi-
nar

Web 2020. 10. 9

白神 彬子，椿本 恵則
池下 裕樹，小澤 孝明
谷 遼太郎，佐分利 誠
伏村 洋平，笠原 武
入江 大介，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

BADFORM テクニックにてワイ
ヤの断裂ならびにワイヤスタック
をきたした 1例

TECC STEPS step 5 東 京 2020. 10. 13

椿本 恵則 PAD 診断と最近の話題 Non Communicable
Diseases Conference in
Kyoto

京 都 2020. 10. 22

井上 啓司 糖尿病治療と循環器病診療の
New Stage
～包み込む医療連携の道しるべ～

糖尿病と循環器疾患
～臨床への多面的アプ
ローチ～

Web 2020. 10. 28

坂谷 知彦 不整脈治療のその後 第 2回不整脈治療の今
日を考える会

Web 2020. 10. 29

椿本 恵則 末梢動脈疾患，診断と最近の話題 循環器疾患のこれから
を考える会

京 都 2020. 10. 29

椿本 恵則 Viabahn/VBX のリアルな話 第 142回 Slender Club
Japan Annual Meeting
& Live Demonstration
in Kobe 2020

神 戸 2020. 11. 3

井上 啓司 脳と心臓を護る心房細動治療
2020
～限界が見えてからが勝負～

Heart & Kidney Con-
ference
～心・腎保護の New
Trend を考える～

近江八幡 2020. 11. 5

佐分利 誠 IVUS ガイド ADR が有用であっ
た高度石灰化を伴う RCA-CTO
の一例

第 25回鴨川 Interven-
tion Conference

Web 2020. 11. 11

椿本 恵則 京都第二赤十字病院における心不
全治療取り組み・地域との関わり

心不全座談会企画（京
都府立医科大学関連）

京 都 2020. 11. 14

井上 啓司 心室頻拍治療後に ICM でフォ
ローした一例

Medtronic ICM Semi-
nar

京 都 2020. 11. 18

１２２ 京 二 赤 医 誌・Vol. 42−2021



演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
椿本 恵則 VBX UPDATE Gore Web Evening of

Clinical Discussion
神 戸 2020. 11. 20

井上 啓司 心不全治療の New Stage
～新しい切り札 ARNI～

かまんざ・心不全多職
種ネットワーク
～地域で支えあう多職
種の絆～

京 都 2020. 11. 21

入江 大介，藤原 博美 心不全多職種カンファレンスを通
して
～現状報告と今後の課題～

かまんざ・心不全多職
種ネットワーク
～地域で支えあう多職
種の絆～

京 都 2020. 11. 21

井上 啓司 Rhythm Care for Longevity
～時間は命～

Arrhythmia Meeting in
Kyoto

京 都 2020. 11. 25

井上 啓司 ミネラルコルチコイド受容体と循
環器疾患の深イイ話

MRB Web Seminar 京 都 2020. 11. 28

椿本 恵則 FP インターベンションのリアル
な話

第 31回滋賀カテーテ
ルインターベーション
カンファレンス
（SCIC）

大 津 2020. 12. 5

井上 啓司 心保護を考えた糖尿病治療とは？
～新たなる答えを探して～

循環器の視点から診る
糖尿病セミナー

Web 2020. 12. 8

井上 啓司 AF Best Care from 2020 to 2021
～未来を変える処方箋～

イグザレルト WEB カ
ンファレンス

Web 2020. 12. 10

椿本 恵則 臨床における Caravel MC の有用
性

Complex Peripheral An-
gioplasty Conference
（CPAC）2020 Morning
Seminar 1

Web 2020. 12. 12

入江 大介，池下 裕樹
小澤 孝明，谷 遼太郎
白神 彬子，伏村 洋平
佐分利 誠，笠原 武
椿本 恵則，坂谷 知彦
松尾あきこ，井上 啓司

当院で経験した左室内血栓に関す
る検討

第 41回京滋心血管エ
コー図研究会

Web 2020. 12. 12

井上 啓司 心不全治療最前線
～エンレスト使用で見えてきたこ
と～

心不全ネットワーク Web 2020. 12. 17

椿本 恵則 Coronary & Peripheral から考える
Short DAPT 治療戦略について

近畿心血管治療ジョイ
ントライブ（KCJL）
2020 スペシャルセミ
ナー 1

Web 2020. 12. 18

椿本 恵則 Lutonix DCB のリアルな話 近畿心血管治療ジョイ
ントライブ（KCJL）
2020 ミニレクチャー

Web 2020. 12. 18

井上 啓司 心不全治療の新たなる処方箋（こ
たえ）
～Go Forward with Forxiga～

Forxiga Online Sympo-
sium in Kyoto

Web 2020. 12. 22

呼吸器内科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

橋本いずみ，國松 勇介
谷 望未，黒野 由莉
廣瀬 和紀，竹田 隆之

肺底動脈大動脈起始症の一例 第 25 回 Kyoto Chest
Club

京 都 2020. 1. 25

廣瀬 和紀 当院における気管支鏡検査の方法 Lung Cancer Confer-
ence in Kyoto

京 都 2020. 1. 29

研究会・講演等 １２３



演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
竹田 隆之 非小細胞肺癌における薬物療法の

進歩
～分子標的薬や免疫チェックポイ
ント阻害薬の効果～

上京東部医師会・京都
北医師会・京都市西陣
医師会 三地区合同学
術講演会

京 都 2020. 2. 13

廣瀬 和紀 咳嗽診療
～当院で経験した症例を通して～

呼吸器疾患検討会 京 都 2020. 2. 20

竹田 隆之 非小細胞肺癌における薬物療法の
進歩
～複合免疫療法の幕開け～

日本薬学会 第 140年
会ランチョンセミナー
LS 16（中外製薬株式
会社）

京 都 2020. 3. 28

竹田 隆之 COVID-19蔓延期における呼吸器
診療
～院内感染予防と診断・治療～

WEB 講演会 京 都 2020. 7. 9

竹田 隆之 当院における III 期非小細胞肺癌
の治療選択

Lung Cancer Expert
Meeting in Kyoto

京 都 2020. 8. 5

佐藤いずみ，片岡 伸貴
杉本 匠，立花 佑介
谷 望未，小倉 由莉
廣瀬 和紀，竹田 隆之

複数回の鼻咽頭拭い液で PCR 陰
性であったが BAL 検体が陽性と
なった COVID-19肺炎の症例

第 26 回 Kyoto Chest
Club

京 都 2020. 9. 5

小倉 由莉 複合免疫療法を導入した進行・再
発非小細胞肺癌 34例の検討

Lung Cancer Webinar
in Kyoto

京 都 2020. 10. 1

竹田 隆之 COPD と予後不良につながる合併
症
～喘息・肺がん・気腫合併肺線維
症～

Non-Communicable
Diseases Conference in
Kyoto

京 都 2020. 10. 22

竹田 隆之 PF-ILD のマネジメント ILD Online Seminar 京 都 2020. 11. 17

竹田 隆之 COPD 治療における課題 京都洛中 COPD 懇話
会

京 都 2020. 12. 10

竹田 隆之 気管支喘息の適切なマネジメント
～病態に応じた治療戦略～

気管支喘息関連病診連
携学術講演会

京 都 2020. 12. 12

竹田 隆之 気管支喘息の病態に応じた治療
～吸入薬の重要性～

釜座病薬連携 WEB 講
演会
～気管支喘息関連～

京 都 2020. 12. 17

消化器内科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

白川 敦史 肝多発転移を伴う膵腫瘍の 1例 京都 NEN セミナー 京 都 2020. 2. 7

田中 聖人 検証データ用データベース構築
日本消化器内視鏡学会の取り組み

第 6回 DIA 国際医療
機器開発シンポジウム

東 京 2020. 7. 1

酒井 浩明，河村 卓二 難治性下痢の一例 日本消化器病学会近畿
支部第 18回専門医セ
ミナー

大 阪 2020. 10. 3

河村 卓二 新規ガイドラインから見た大腸内
視鏡サーベイランス

京都大腸内視鏡研究会 京都・Web 2020. 10. 23

河村 卓二 大腸内視鏡スクリーニング・サー
ベイランスガイドライン

虎の門大腸癌フォーラ
ム Web カンファレン
ス

東京・Web 2020. 10. 30
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脳神経内科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

山田 丈弘 超急性期脳梗塞に対するカテーテ
ルでの血栓回収療法

第 17回脳卒中市民講
座

京 都 2020. 1. 18

沼 宗一郎，永金 義成
濱中 正嗣，山田 丈弘
岸谷 融，田中瑛次郎
福永 大幹，西井 陽亮

多彩な神経症状により再発した原
発性マクログロブリン血症の一例

第 1 回 KPUM Neu-
rology Conference

京 都 2020. 1. 25

永金 義成 虚血性脳血管障害患者における脳
卒中再発の最新動向

第 7 回関西 Stroke セ
ミナー

Web 2020. 9. 26

村田 翔平 亜急性進行性の認知機能障害の 1
例

第 3回実践！てんかん
診療の会

Web 2020. 10. 30

濱中 正嗣 ENER に捧げた我が医師人生
～若手神経内科医に伝えたい 3つ
の言葉～

第 10回 Keihan Young
ENER Conference

Web 2020. 12. 18

山田 丈弘 後方循環の tandem 閉塞に対する
ENER の一例

第 10回 Keihan Young
ENER Conference

Web 2020. 12. 18

小 児 科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

長村 敏生 京都府における小児患者の救急搬
送に関する現状と課題

第 70回京都府プレホ
スピタル救急医療検討
会

京 都 2020. 1. 17

藤井 法子 子どもの事故防止と応急手当の必
要性について

第 60回お子さんの応
急手当（心肺蘇生法）
講習会特別講演

京 都 2020. 1. 28

藤井 法子 子どもの事故防止と応急手当の必
要性について

第 61回お子さんの応
急手当（心肺蘇生法）
講習会特別講演

京 都 2020. 7. 28

長村 敏生 医療の倫理について 令和 2年度新採用職員
研修会

京 都 2020. 7. 28

小林 奈歩 自転車用ヘルメットの着用とチャ
イルドシート使用の必要性につい
て

第 23回自転車＆チャ
イルドシート使用講習
会特別講演

京 都 2020. 10. 27

藤井 法子 子どもの事故防止と応急手当の必
要性について

第 62回お子さんの応
急手当（心肺蘇生法）
講習会特別講演

京 都 2020. 11. 17

外 科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

伊藤 範朗，三好 隆行
渡邉 信之，越智 史明
氏家 和人，中村 吉隆
武村 學，山口 明浩
柿原 直樹，井川 理
岡野 晋治，谷口 弘毅

胃癌に対する ESD 後の追加胃切
除を行った 82症例の臨床病理学
的検討

第 42回日本癌局所療
法研究会

大 阪 2020. 5. 29
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心臓血管外科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

小林 卓馬 大動脈十二指腸瘻に対してステン
トグラフト挿入後腹部大動脈人工
血管置換術及び十二指腸切除を施
行した 1例

第 57回京滋心臓血管
外科研究会

Web 2020. 2. 15

後藤 智行 Trifecta を用いた AVR Abbott 社内講演会 Web 2020. 6. 5

後藤 智行 ウルフ─オオツカ法 不整脈外科治療 Web
seminar

Web 2020. 9. 3

小林 卓馬 心房細動に対する外科的アプロー
チ 内視鏡心臓外科手術 wolf-
ohtsuka 法

Kyoto Stroke and Heart
Conference 第 7回学
術集会

Web 2020. 9. 25

後藤 智行 弁膜症の外科治療最前線 弁膜症 expert meeting
on LINE

Web 2020. 10. 15

後藤 智行 大動脈解離に対する治療戦略 Frozenix Expert Meet-
ing on LINE

Web 2020. 12. 9

脳神経外科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

岸田 健吾，丸山 大輔
鎌田 一晃，村上 守
村上 陳訓

How I Do It ICA aneurysm の 1例 第 8回京都脳神経血管
内治療研究会

京 都 2020. 1. 11

村上 陳訓 頭部外傷 救急隊員資格取得教育 京 都 2020. 1. 15

村上 陳訓 看取りとしての臓器提供 長岡京市時事問題研究
会

長岡京 2020. 7. 18

産 婦 人 科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

衛藤 美穂，谷 顕裕
秋山 鹿子，加藤 聖子
藤田 宏行

術式選択を迷った粘膜下子宮筋腫
の 2症例

第 12回京都婦人科鏡
視下手術研究会

京 都 2020. 12. 5

耳鼻咽喉科・気管食道外科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

村井 尚子，内田 真哉 潜在化鼓膜に対する経外耳道的内
視鏡下耳科手術

第 20回京都側頭骨手
術手技研究会

京 都 2020. 1. 11

出島 健司 アレルギー性鼻炎の実地臨床 耳鼻科エキスパートセ
ミナー in 奈良

奈 良 2020. 1. 16

出島 健司 アレルギー性鼻炎の実地臨床 花粉症 Web セミナー 京 都 2020. 2. 6

出島 健司 好酸球性副鼻腔炎と気管支喘息
－過去・現在・未来－

第 59回京滋臨床アレ
ルギー懇話会

京 都 2020. 2. 8

出島 健司 本邦における鼻茸を伴う慢性副鼻
腔炎患者へのデュピクセントの臨
床経験

AIRWAYWEB 京 都 2020. 4. 18

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎における
新しい治療法について

ZOOM Interactive We-
binar in KYOTO

京 都 2020. 8. 27

出島 健司 新時代における花粉症治療選択
－薬物・免疫・手術治療－

第 59回日本鼻科学会 東 京 2020. 10. 10

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎における
新しい治療法について

鼻茸を伴う慢性副鼻腔
炎適応追加記念講演会

前 橋 2020. 10. 15
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歯科口腔外科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

猪田 浩理 口腔がんにならないために 京都北ロータリークラ
ブ定例総会

京 都 2020. 11. 26

放射線診断・治療科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

増井 浩二 JASTRO x COVID-19 With コロナ
のがん治療

日本放射線腫瘍学会
セミナー

Web 2020. 8. 20

増井 浩二 Lung Cancer Expert Meeting in
Kyoto

日本放射線腫瘍学会
セミナー

Web 2020. 8. 20

河上 亨平，永野 仁美
山田 幸美，金森千佳子
窪田 博亮，松島 成典

気管支肺洗浄液の PCR 検査によ
り診断された COVID-19の一例

第 34回胸部放射線研
究会

Web 2020. 10. 28

健 診 部
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

小林 正夫 これからの胃がん対策
－京都市における胃がん内視鏡検
診の取り組み－

明石市医師会「胃癌・
大腸癌検診部会講演
会」

明 石 2020. 3. 7

小林 正夫 胃がん内視鏡検診精度向上のため
の症例検討 part 3

令和 2年度 京都府胃
がん検診（胃内視鏡検
査）従事者研修会

京 都 2020. 11. 28

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

第 4回日本アレルギー
学会地方部会近畿支部
学術集会

奈 良 2020. 10. 25

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎における
新しい治療法について

Allergy ZOOM Forum
in KYOTO

京 都 2020. 10. 29

出島 健司 デュピクセント在宅自己注射が医
師・患者双方にもたらすメリット

AIRWAYWEB 京 都 2020. 11. 11

出島 健司 デュピルマブの鼻茸を伴う慢性副
鼻腔炎に対する有用性評価

慢性副鼻腔炎 電波対
談

京 都 2020. 11. 19

出島 健司 ゾレア 保険診療上の注意点 花粉症領域学術講演会
in 京都

京 都 2020. 11. 28

出島 健司 鼻副鼻腔のアレルギーと好酸球性
炎症
－最近の話題を交えて－

日本耳鼻咽喉科学会神
奈川県地方部会学術集
会

横 浜 2020. 12. 10

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

北海道耳鼻咽喉科領域
Biological Web Semi-
nar 2020

京 都 2020. 12. 14

出島 健司 新時代における花粉症治療選択
－薬物・免疫・手術治療－

花粉症治療 Web Semi-
nar

京 都 2020. 12. 15

出島 健司 新時代における花粉症治療選択
－薬物・免疫・手術治療－

エキスパートセミナー
2020

京 都 2020. 12. 19

演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
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薬 剤 部
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

加藤 良隆 forward
～その先の薬薬連携へ～，がん化
学療法に保険薬局からの情報がど
う活かされるか

京都府薬剤師会 第 5
回学術講演会

京 都 2020. 12. 1

検 査 部
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

田辺 祐也 日直・当直時に知っておくと役立
つ知識（血液）

京都府臨床検査技師
会，新入・転入研修会

京都・Web 2020. 9. 19

南 熊野 症例報告② 京都府臨床検査技師
会，血液 Web 研修会

京都・Web 2020. 11. 14

須賀 圭 血球編（基礎と応用） 京都府臨床検査技師
会，一般検査研修会

京 都 2020. 11. 28

看 護 部
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

上野 沙織 見つめなおそう！ クリティカル
ケア領域の終末期にある患者・家
族ケア

KCCC ワンコイン・オ
ンライン・WEBINAR

Web 2020. 10. 10

藤森紀久子 第 4回実践に活かす手術胎位固定
セミナー

株式会社増田医科器械 Web 2020. 11. 28

看 護 学 校
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

副島 和美 マインドマップ紹介講座 日本赤十字社本社総務
企画部学習会

東 京 2020. 2. 5

副島 和美 マインドマップ 頭の中の「見え
る化」で発想改革！

八尾商工会議所青年部
研修

八 尾 2020. 11. 17
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新聞等掲載記事

小 児 科

長村 敏生 子どもの急病どう対処？ 読売新聞東京本社版 2020. 1. 11
長村 敏生 救急受診役立つ問診票 読売新聞大阪本社版 2020. 2. 26
長村 敏生 全身観察し判断を，子どもが急病・・・受

診？様子見？
中日新聞 2020. 5. 5

長村 敏生 子どもが急病・・・受診？様子見？ 東京新聞 2020. 5. 5
長村 敏生 問診票形式「受診タイミングの手掛かり

に」
京都新聞 2020. 6. 29

長村 敏生 子どもの急病，受診の目安に 読売新聞東京本社版 2020. 7. 25

氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

産 婦 人 科

藤田 宏行 子宮頸がん検診キャンペーン 京都新聞 2020. 3
氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

救 急 科

石井 亘，宮国道太郎 京アニ あの時なにが 朝日新聞 2020. 1. 19
成宮 博理 救急医，心もフル装備 読売新聞 朝刊 2020. 4. 28
岡田 麻美 わたしの暮らしを，守る 讀賣新聞 夕刊 2020. 5. 11
石井 亘，宮国道太郎 京アニ放火 1年 医師の悔恨 日本経済新聞 朝刊 2020. 7. 18
石井 亘 交通事故に起因したシートベルト外傷 日刊自動車新聞 2020. 11. 21

氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

看 護 部

淺野 耕太 抗がん薬と上手に暮らす楽しくおいしクッ
キング ようこそ淺野亭へ 第 8回かんた
ん・おいしいあんかけそぼろ豆腐

MC メディカ出版 YORI-
SOU がんナーシング 2020,
10（3）．57

2020. 5

淺野 耕太 ドキッ！初めての患者説明同席お助けガイ
ド
～治療が奏功しなかった場合の，今後の過
ごし方を考える意思決定場面でのはじめて
の同席～

MC メディカ出版，YORI-
SOU がんナーシング 2020,
10（3）．43-47

2020. 5

淺野 耕太 抗がん薬と上手に暮らす楽しくおいしクッ
キング ようこそ淺野亭へ 第 9回目指せ
疲労回復！ 冷しゃぶサラダ

MC メディカ出版，YORI-
SOU がんナーシング 2020,
10（4）．62

2020. 6

淺野 耕太 現場と共有する新型コロナウィルス感染症
の影響とがん患者・家族，同僚スタッフへ
のサポート例，＃1 がん薬物（化学）療
法の現場から

MC メディカ出版，YORI-
SOU がんナーシング 2020,
10（4）．82-85

2020. 6

淺野 耕太 抗がん薬と上手に暮らす楽しくおいしクッ
キング ようこそ淺野亭へ 第 10回目指
せ疲労回復！ しっとりスイートポテト

MC メディカ出版，YORI-
SOU がんナーシング 2020,
10（6）．4

2020. 12

氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日
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医療情報室

田中 聖人 特集 2 医療トレーサビリティの課題と展
望

TRONWARE 2020. 4
氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

緩和ケアチーム

柿原 直樹，真田 香澄
西川 正典，西谷 葉子
淺野 耕太，能勢真梨子
神田英一郎，眞釼 彩子
丸濱 暢子，江島 智彦
吉田 有沙，渥美 香菜
増田 勝彦

早期からの緩和ケアで治療をより安定的に
継続「緩和スープ」をがん患者の生きる支
えに

協和発酵キリン メディカ
ルサイト，緩和ケア 現場
ルポ

2020. 6
氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日
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その他学術・学会活動

小 児 科

西山 和孝，長村 敏生
阿部 世紀，荒木 尚
市橋 光，井上 岳司
井上 信明，浮山 越史
柏木 充，草川 功
小松 充孝，田中 哲郎

論文作成のための指針作成の経緯について．日本小児救急医学会雑誌，
19（2）：202-218

2020.

長村 敏生 小冊子「急病時の子どもの見方と受診の目安～問診票を使って，どんな
ときに受診すればいいか判断しよう～」作成にあたって．日本小児救急
医学会雑誌，19（2）：219-228

2020.

長村 敏生 巻頭言．日本小児救急医学会雑誌．19（1）：1 2020.
長村 敏生 追悼文（田中哲郎先生）．日本小児救急医学会雑誌．19（2）：5 2020.
長村 敏生 日本小児科学会分科会活動状況，日本小児救急医学会．日本小児科学会

雑誌．124（8）：1345
2020.

長村 敏生 編集後記．日本小児救急医学会雑誌．19（3）：405 2020.
長村 敏生 2020年新年の挨拶～理事長年頭所感～．日本小児救急医学会 HP ペー

ジ
2020.

氏 名 活 動 内 容 年月日

眼 科

溝部 惠子 勤務医担当理事 20年を振り返り．日本の眼科，91 : 1537-1538 2020. 11
氏 名 活 動 内 容 年月日
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放送（TV，ラジオ）

救 急 科
氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

宮国道太郎 京アニ事件から半年 MBS テレビ News ミント！ 2020. 1. 20

成宮 博理 「どこに感染者がいるかわからない…それ
でも救急受け入れを続ける」日々闘い続け
る『救急病院』の医師ら

MBS テレビ News ミント！ 2020. 5. 8
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受 賞

救 急 科

岡田 麻美，岡田 遥平
成宮 博理，石井 亘
飯塚 亮二

第 47回日本集中治療医学会学術集会，優秀演題賞 2020. 3. 6
-8

氏 名 受 賞 年月日
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