
業 績

（2021）

著書（単行本）

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

松尾あきこ，松尾 仁司
他

POPAI 直伝！ FFR 使いこなしハンドブック，wire based から virtual
まで，南江堂，67-69

2021. 9

竹田 隆之 第 2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 2022，第 25版，医歯薬出版

2021. 12

竹田 隆之 第 3章 多臓器系統の鑑別を要する症候 咽頭痛，当直医マニュアル
2022，第 25版，医歯薬出版

2021. 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
2022，第 25版，医歯薬出版

2021. 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 2022，第 25版，医歯薬出版

2021. 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（成人），当直医マ
ニュアル 2022，第 25版，医歯薬出版

2021. 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 2022，第 25
版，医歯薬出版

2021. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 酸素療法・人工呼吸療法（NPPV 含む），当
直医マニュアル 2022，第 25版，医歯薬出版

2021. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 胸水，当直医マニュアル 2022，第 25版，医
歯薬出版

2021. 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 2022，第
25版，医歯薬出版

2021. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 気管支炎（成人）・肺炎（成人），当直医マニ
ュアル 2022，第 25版，医歯薬出版

2021. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 気管支喘息急性増悪（成人），当直医マニュ
アル 2022，第 25版，医歯薬出版

2021. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 COPD，当直医マニュアル 2022，第 25版，
医歯薬出版

2021. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 気胸，当直医マニュアル 2022，第 25版，医
歯薬出版

2021. 12

竹田 隆之 第 4章 内科：呼吸器系 ARDS，当直医マニュアル 2022，第 25版，
医歯薬出版

2021. 12

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

T. Kawamura Surveillance Protcol After Endoscopic Resection, Endoscopy in Early Gastro-
intestinal Cancers, Volume 2, Springer Singapore, 103-107

2021. 1

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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萬代晃一朗，宇野 耕治
安田健治朗

【ついつい教えたくなる，とっておきのコツ】胆膵 診断 胆膵 EUS
走査のスコープ操作は急がない（解説），消化器内視鏡，33（2），337-
339

2021. 2

著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

德田 直輝，今井 啓輔 虚血性脳血管障害例における頭蓋内動脈狭窄の特徴，国循脳卒中データ
バンク 2021編集委員会編，脳卒中データバンク，中山書店

2021. 3

脳神経内科
著 者 名 分担執筆題名，書籍名，版，出版社，巻・頁 出版年月日

長村 敏生（監修） 子どもの事故の応急手当マニュアル（改訂 17版），京都市子ども保健医
療相談・事故防止センター

2021. 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 新型コロナ感染症のインパクト
－これからのアレルギー診療について－，アレルギーの臨床，41: 1046

2021. 11

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

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

三浦 寛司 鼻出血．IVR のすべて．Tokyo: Medical view, 531-534 2021. 4

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

内藤 嘉紀＊，安川 覚 【肝・胆道系症候群（第 3版）－その他の肝・胆道系疾患を含めて－肝外
胆道編】胆嚢 腫瘍，隆起性病変 胆嚢の反応性リンパ組織増生症，別
冊日本臨床 領域別症候群シリーズ，No.15 肝・胆道系症候群，第 3
版，日本臨床社，278-280

2021. 4

安川 覚 採取検体処理の方法 Dr. 安川のやり方，INTERVENTIONAL EUS 基本
と実践テクニック，南江堂，63

2021. 11. 15

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

江木 盛時＊，小倉 裕司
岡田 遥平，中村 嘉
（最終著者 226人）
日本版敗血症診療ガイド
ライン 2020特別委員会

日本集中治療医学会・日本救急医学会編集．日本版敗血症診療ガイドラ
イン 2020．日本集中治療医学会雑誌，28（Supp），S1-S411

2021. 2

岡田 遥平 XII 外傷・熱傷・中毒 Primary, Secondary survey ICU グリーンノー
ト，中外医学社，349-351

2021. 6

岡田 遥平 XII 外傷・熱傷・中毒 多発外傷の集中治療管理 ICU グリーンノー
ト，中外医学社，352-354

2021. 6

岡田 遥平 XII 外傷・熱傷・中毒 外傷患者の初期管理 ICU グリーンノート，
中外医学社，355-357

2021. 6

岡田 麻美 XIV 小児・妊産婦 妊産婦の緊急病態 ICU グリーンノート，中外医
学社，383-385

2021. 6

成宮 博理 ARDS，呼吸管理グリーンノート，中外医学社，127-138 2021. 8
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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

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 2021年
版

2021. 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 2021年
版

2021. 1. 31

淺野 耕太 化学療法（部分担当），患者がみえる新しい「病気の教科書」，メディカ
出版

2021. 10. 1

淺野 耕太 看護師が語る曝露対策の要注意ポイント 看護師が語る在宅での服薬指
導の要注意ポイント がん薬物療法のお薬選手名鑑 2022，メディカ出
版，183-193

2021. 12. 1

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
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論 文

血 液 内 科

JH. Jang*, N. Uoshima,
et al.

Efficacy and safety of romiplostim in refractory
aplastic anaemia: a Phase II/III, multicentre,
openlabel study

British journal of Haema
tology, 192: 190199

2021. 1

T. Takakuwa*, N. Uoshima,
et al.

Outcomes of ixazomib/lenalidomide/dexametha
sone for multiple myeloma: A multicenter retro
spective analysis

European Journal of Hae
matology, 106: 555562

2021. 4

H. Okamoto, Y. Kamitsuji,
Y. Komori, N. Sasaki,
Y. Tsutsumi, A. Miyashita,
T. Tsukamoto, S. Mizutani

Durable Remission of ChemotherapyRefractory
Myeloid Sarcoma by Azacitidine

The Tohoku Journal of
Experimental Medicine,
254: 101105

2021. 6

N. Hosen*, N. Uoshima,
et al.

Expression of activated integrin β7 in multiple
myeloma patients

International Journal of
Hematology, 114: 37

2021. 7

H. Okamoto, N. Uoshima,
Y. Kamitsuji, E. Kawata,
Y. Komori, N. Sasaki,
Y. Tsutsumi, T. Tsukamoto,
S. Mizutani, Y. Nannya,
J. Kuroda

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria compli
cated with essential thrombocythemia harboring
concomitant PIGA, CALR, and ASXL1 muta
tions

Annals of Hematology,
100: 21132115

2021. 8

T. Takakuwa*, N. Uoshima,
et al.

Plateau is a prognostic factor of lenalidomide
therapy for previously treated multiple myeloma

Hematological Oncology,
39: 349357

2021. 8

H. Okamoto, N. Uoshima,
A. Muramatsu, R. Isa,
T. Fujino,
Y. MatsumuraKimoto,
T. Tsukamoto, S. Mizutani,
Y. Shimura, T. Kobayashi,
E. Kawata, H. Uchiyama,
J. Kuroda, Kyoto Clinical
Hematology Study Group
Investigators

Combination of Bone Marrow Biopsy and Flow
Cytometric Analysis: The Prognostically Rele
vant Central Approach for Detecting Bone Mar
row Invasion in Diffuse Large BCell Lym
phoma

Diagnostics（Basel），11:
1724

2021. 9

K. Murai*, N. Uoshima,
et al.

Lowdose dasatinib in older patients with
chronic myeloid leukaemia in chronic phase
（DAVLEC）: a singlearm, multicentre, phase 2
trial

Lancet Haematology, 8: e
902e911

2021. 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

E. Ushigome*, N. Kitagawa,
N. Kitagawa, T. Tanaka,
G. Hasegawa, M. Ohnishi,
S. Tsunoda, H. Ushigome,
I. Yokota, N. Nakamura,
M. Asano, M. Hamaguchi,
M. Yamazaki, M. Fukui

Predictive power of home blood pressure meas
urement for cardiovascular outcomes in patients
with type 2 diabetes: KAMOGAWAHBP study

Hypertension Research, 44
（3）：348354

2021. 3

長谷川剛二 糖尿病の合併症 糖尿病ケア，18（4）：14
23

2021. 4

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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K. Shoji*, K. Zen,
Y. Shiotsu, T. Nakamura,
K. Yanishi, H. Ushigome,
T. Kusaba, K. Tamagaki,
S. Matoba

Successful Endovascular Treatment for Very
LateOnset and Acute Progressive Multiple
Transplant Renal Segmental Artery Stenoses: A
Case Report

Transplantation proceed
ings, 53（4）：12621267

2021. 5

M. Hara*, T. Kusaba,
K. Ono, N. Masuzawa,
I. Nakamura, N. Urata,
H. Shiraishi, S. Hara,
E. Konishi, S. Matoba,
Y. Shiotsu, K. Tamagaki

Extraglomerular Vascular Involvement of
Glomerulopathy with Fibronectin Deposits

Internal Medicine, 60
（13）：21032107

2021. 7

M. Hamaguchi*, Y. Hashimoto,
T. Tanaka, G. Hasegawa,
M. Ishii, H. Okada,
K. Mitsuhashi, N. Kitagawa,
E. Ushigome, M. Yamazaki,
M. Fukui

Multicenter, OpenLabel, 2Arm, Pilot Trial for
Safe Reduction of Basal Insulin Dose Combined
with SGLT2 Inhibitor in Type 1 Diabetes Melli
tus: Study Protocol for a RISINGSTAR Trial

Clinical Medicine Insights:
Endocrinology and Diabetes,
27; 14: 11795514211040539.

2021. 9

足立 大也＊，池田 葵尚
塩津 弥生，久保 沙記
中村 匡志，田中 寿弥
森本 真理，桐田 雄平
草場 哲郎，玉垣 圭一

腎移植への橋渡しとして腹膜透析を導入した
ミトコンドリア病の 1例

腎と透析，91巻別冊
腹膜透析 2021: 134135

2021. 9

澤井 慎二＊，石村 奈々
塩津 弥生，大林 勇輝
飯森 美沙，山下 紀行
木谷 昂志，小牧 和美
草場 哲郎，玉垣 圭一

移植腎機能廃絶後に再移植への橋渡しとして
腹膜透析を導入した 1例

腎と透析，91巻別冊
腹膜透析 2021: 136137

2021. 9

循環器内科

K. Isodono, K. Fujii,
T. Fujimoto, T. Kasahara,
M. Ariyoshi, D. Irie,
Y. Tsubakimoto, T. Sakatani,
A. Matsuo, K. Inoue,
H. Fujita

The frequency and clinical characteristics of in
stent restenosis due to calcified nodule develop
ment after coronary stent implantationInt

The International Journal
of Cardiovascular Imag
ing, 37（1）：1523

2021. 1

T. Sakatani, K. Nakajima,
H. Fujita, T. Nishimura

Cardiovascular event risk estimated after coro
nary revascularization and optimal medical ther
apy: JACCESS4 prognostic study

Annals of Nuclear Medi
cine, 35（2）：241252

2021. 2

Y. Tsubakimoto, K. Isodono,
T. Fujimoto, Y. Kirii,
A. Shiraga, T. Kasahara,
M. Ariyoshi, D. Irie,
T. Sakatani, A. Matsuo,
K. Inoue, H. Fujita

IVUSGuided Wiring Improves the Clinical
Outcomes of Angioplasty for Long Thromb

Journal of Atherosclerosis
and Thrombosis, 28（4）：
365374

2021. 4

S. Ichihashi, M. Takahara,
N. Fujimura, T. Shibata,
M. Fujii, T. Kato,
Y. Tsubakimoto, S. Iwakoshi,
K. Obayashi, K. Kichikawa

Changes in Skin Perfusion Pressure After Endo
vascular Treatment for Chronic Limb
Threatening Ischemia

Journal of Endovascular
Therapy, 28（2）：208214

2021. 4

A. Matsuo, T. Kasahara,
M. Ariyoshi, D. Irie,
K. Isodono, Y. Tsubakimoto,
T. Sakatani, K. Inoue,
H. Fujita

Utility of angiographyphysiology coregistration
maps during percutaneous coronary intervention
in clinical practice

Cardiovascular Interven
tion and Therapeutics, 36
（2）：208218

2021. 4

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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呼吸器内科

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

Predictors of survival among Japanese patients
receiving firstline chemoimmunotherapy for ad
vanced nonsmall cell lung cancer

Thoracic Cancer, 12: 97
105

2021. 1

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

Early responders within seven days of dupi
lumab treatment for severe asthma evaluated by
patientreported outcome: A pilot study

Multidisciplinary Respira
tory Medicine, 16: 736

2021. 3

K. Morimoto, T. Yamada,
C. Takumi, Y. Ogura,
T. Takeda, K. Onoi,
Y. Chihara, R. Taniguchi,
T. Yamada, O. Hiranuma,
Y. Morimoto, M. Iwasaku,
Y. Kaneko, J. Uchino,
K. Takayama

Immunerelated adverse events are associated
with clinical benefit in patients with nonsmall
cell lung cancer treated with immunotherapy
plus chemotherapy: A retrospective study

Frontiers in oncology, 11:
630136

2021. 4

N. Kataoka, Y. Kunimatsu,
R. Tsutsumi, N. Tani,
I. Sato, M. Tanimura,
T. Nakano, K. Tanimura,
D. Kato, T. Takeda

Bevacizumabcontaining chemoimmunotherapy
for recurrent nonsmallcell lung cancer after
chemoradiotherapy: case report

Medicina, 57: 547 2021. 5

K. Tanimura, T. Yamada,
A. Omura, S. Shiotsu,
N. Kataoka, T. Takeda,
R. Taniguchi, T. Yamada,
M. Takeuchi, Y. Chihara,
Y. Morimoto, M. Iwasaku,
Y. Kaneko, J. Uchino,
K. Takayama

The impact of VEGF inhibition on clinical out
comes in patients with advanced nonsmall cell
lung cancer treated with immunotherapy: A ret
rospective cohort study

Frontiers in oncology, 11:
663612

2021. 5

K. Morimoto, J. Uchino,
T. Yokoi, T. Kijima,
Y. Goto, A. Nakao,
M. Hibino, T. Takeda,
H. Yamaguchi, C. Takumi,
M. Takeshita, Y. Chihara,
T. Yamada, O. Hiranuma,
Y. Morimoto, M. Iwasaku,
Y. Kaneko, T. Yamada,
K. Takayama

Impact of cancer cachexia on the therapeutic
outcome of combined chemoimmunotherapy in
patients with nonsmall cell lung cancer: A ret
rospective study

Oncoimmunology, 10:
1950411

2021. 6

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

臼杵 大介，酒井 徳昭
松尾あきこ

冠動脈の機能的虚血評価における安静時指標
と冠血流予備量比の測定時間の比較

医工学治療，33（2）：94
97

2021. 7

Y. Tsubakimoto New Risk Stratification in Patients with
Femoropopliteal PAD. Can We Fight Against
the Poor Prognosis?

Journal of Atherosclerosis
and Thrombosis, 28（11）：
11281129

2021. 11

井上 啓司 心房細動に対するアブレーションの臨床的意
義

京都第二赤十字病院医学
雑誌，42: 213

2021. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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A. Yoshimura, T. Yamada,
Y. Okuma, A. Fukuda,
S. Watanabe, N. Nishioka,
T. Takeda., Y. Chihara,
S. Takemoto, T. Harada,
O. Hiranuma, Y. Shirai,
A. Nishi, S. Yano,
Y. Goto, S. Shiotsu,
K. Kunimasa, Y. Morimoto,
M. Iwasaku, Y. Kaneko,
J. Uchino, H. Kenmotsu,
T. Takahashi, K. Takayama

Impact of tumor programmed death ligand-1 ex-
pression on osimertinib efficacy in untreated
EGFR-mutated advanced non-small cell lung
cancer: a prospective observational study

Translational Lung Cancer
Research, 10: 3582-3593

2021. 8

K. Morimoto, J. Uchino,
T. Yokoi, T. Kijima,
Y. Goto, A. Nakao,
M. Hibino, T. Takeda,
H. Yamaguchi, C. Takumi,
M. Takeshita, Y. Chihara,
T. Yamada, O. Hiranuma,
Y. Morimoto, M. Iwasaku,
Y. Kaneko, T. Yamada,
K. Takayama

Early discontinuation of induction therapy in
chemoimmunotherapy as an effective alternative
to the standard regimen in patients with non-
small cell lung cancer: a retrospective study

Journal of Cancer Re-
search and Clinical Oncol-
ogy 2021 Sep 12. Doi:
10.1007 / s 00432 - 021 -
03782-5

2021. 8

K. Morimoto, T. Yamada,
T. Yokoi, T. Kijima,
Y. Goto, A. Nakao,
M. Hibino, T. Takeda,
H. Yamaguchi, C. Takumi,
M. Takeshita, Y. Chihara,
T. Yamada, O. Hiranuma,
Y. Morimoto, M. Iwasaku,
Y. Kaneko, J. Uchino,
K. Takayama

Clinical impact of pembrolizumab combined
with chemotherapy in elderly patients with ad-
vanced non-small-cell lung cancer

Lung Cancer, 161: 26-33 2021. 8

T. Kawai, R. Seki,
K. Miyajima, H. Nakashima,
T. Takeda., T. Murakami,
K. Aoe, K. Okabe,
K. Homma, Y. Tsukamoto,
K. Sunada, Y. Terasaki,
M. Iida, H. Orikasa,
K. Hiroshima

Malignant pleural mesothelioma with heterolo-
gous elements

Journal of Clinical Pathol-
ogy jclinpath-2021-
207575

2021. 9

M. Tanimura, N. Kataoka,
Y. Kunimatsu, R. Tsutsumi,
I. Sato, T. Nakano,
K. Tanimura, T. Takeda

Entrectinib for ROS1-rearranged non-small cell
lung cancer after crizotinib-induced interstitial
lung disease: A case report

Respirology Case Reports,
9: e0857

2021. 10

M. Ishida, K. Morimoto,
T. Yamada, S. Shiotsu,
Y. Chihara, T. Yamada,
O. Hiranuma, Y. Morimoto,
M. Iwasaku, S. Tokuda,
T. Takeda., K. Takayama

Impact of docetaxel plus ramucirumab in a
second-line setting after chemoimmunotherapy
in patients with non-small cell lung cancer: a
retrospective study

Thoracic Cancer, 13: 173-
181

2021. 11

T. Takeda, T. Yamada,
K. Tanimura, T. Nakano,
M. Ishida, Y. Tachibana,
S. Shiotsu, S. Horiuchi,
M. Hibino, A. Okada,
Y. Chihara, K. Takayama

Prognostic markers of survival among Japanese
patients with anaplastic lymphoma kinase-
positive non-small-cell lung cancer receiving
first-line alectinib

Diagnostics, 11: 2170 2021. 11

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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K. Tanimura, T. Yamada,
K. Okada, K. Nakai,
M. Horinaka, Y. Katayama,
K. Morimoto, Y. Ogura,
T. Takeda., S. Shiotsu,
K. Ichikawa, S. Watanabe,
Y. Morimoto, M. Iwasaku,
Y. Kaneko, J. Uchino,
H. Taniguchi, K. Yoneda,
S. Matoba, T. Sakai,
H. Uehara, S. Yano,
T. Kusaba, R. Katayama,
K. Takayama

HER3 activation contributes toward the emer-
gence of ALK inhibitor-tolerant cells in ALK-
rearranged cancer with mesenchymal features

NPJ Precision Oncology,
6: 5

2021. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

消化器内科

河村 卓二，雨宮 可奈
猪上 尚徳，碕山 直邦
岡田 雄介，中瀬浩二朗
萬代晃一朗，真田 香澄
田中 聖人，宇野 耕治

Cold polypectomy 後の遺残・再発 消化器内視鏡，33（1）：
52-54

2021. 1

Z. Juan*, C. Dake,
K. Tanaka, H. Shuixiang

EGFL7 as a novel therapeutic candidate regu-
lates cell invasion and anoikis in colorectal can-
cer through PI3 K/AKT signaling pathway

International Journal of
Clinical Oncology, 26（6）：
1099-1108

2021. 1

K. Mandai, S. Nakamura,
K. Uno, K. Yasuda

Successful re-intervention through stent mesh
after novel antireflux covered metal biliary stent
placement

Endoscopy, 53（3）：E94-
E 95

2021. 3

K. Mandai, K. Uno,
K. Yasuda

Overtube-assisted necrosectomy for a large
walled-off pancreatic necrosis using a short-type
single-balloon enteroscope

Digestive endoscopy, 33
（3）：e21-e22

2021. 3

K. Mandai, K. Uno,
K. Yasuda

Endscopic ultrasound-guided treatment for ma-
lignant afferent loop obstruction after Roux-en-
Y reconstruction

DEN open, 1（1）：e3 2021. 4

N. Inoue, K. Takumi,
D. Sone

Malignant Peritoneal Mesothelioma with Latent
Tuberculosis Infection

Internal Medicine, 60:
3409-3412

2021. 4

Y. Saito, S. Oka,
T. Kawamura, et al.

Colonoscopy screening and surveillance guide-
lines

Digestive Endoscopy, 33
（4）：486-519

2021. 5

宇野 耕治 高輝度膵を見かけたら 京都消化器医会会報，
37: 91-92

2021. 6

K. Mandai, T. Ko,
K. Uno, K. Yasuda

One-step puncture and dilation with fine-gauge
electrocautery dilator for endoscopic ultrasound-
guided gallbladder drainage

Endoscopy, 53（6）：E217-
E218

2021. 6

松田 浩二＊，田中 聖人 【消化管がん検診・スクリーニングの手引き】
（第 VII 章）消化管がんの検診・スクリーニ
ングにおけるトピックス JED Project その
意義と消化管がん検診への応用

臨床消化器内科，36（8）：
1086-1090

2021. 7

N. Inoue, H. Kawabata,
M. Miyata

A Case of Advanced Gastric Cancer With Mul-
tiple Liver Metastases in Which Hypoglycemic
Symptoms Triggered the Diagnosis

Cureus, 13: e18407 2021. 9

T. Kawamura, N. Sakiyama,
K. Tanaka, I. Yokota,
K. Uno, K. Yasuda

Ischemic colitis caused by bowel preparation for
colonoscopy

Gastroenterology research,
14（5）：296

2021. 10

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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T. Kawamura, K. Amamiya,
N. Inoue, N. Sakiyama,
Y. Okada, K. Sanada,
M. Kamaguchi, K. Nishioji,
K. Tanaka, K. Uno,
K. Yasuda

Risk for colorectal cancer in patients with seri-
ally positive fecal immunochemistry test in an
annual screening program

Journal of the Anus, Rec-
tum and Colon, 5（4）：
340-345

2021. 10. 28

K. Mandai, T. Inoue,
K. Uno

Direct peroral cholangioscopy with narrow band
imaging via endoscopic ultrasound-guided he-
paticogastrostomy route in malignant choledo-
chojejunostomy anastomotic stricture

Digestive Endoscopy, 33
（7）：e144-e145

2021. 11

K. Mandai, T. Ko,
K. Uno, K. Yasuda

Transfer of a lumen-apposing metal stent to a
different fistula for endoscopic necrosectomy of
walled-off pancreatic necrosis

Endoscopy, 53（ 11）：E
429-E430

2021. 11

N. Inoue, G. Matsumoto,
S. Sumitomo, A. Sirakawa

Cancer of Unknown Primary With Presumptive
Pancreatic Cancer Treated With FOLFIRINOX

Journal of Medical Cases,
12: 442-445

2021. 11

田中 聖人 日本消化器内視鏡学会における AI 開発の現
状と課題

医療情報学連合大会論文
集，41: 183-186

2021. 11

K. Mandai, K. Uno,
K. Yasuda

EUS-guided antegrade pancreatic guidewire
placement for double-guidewire technique in
single-balloon enteroscope-assisted ERCP

Journal of hepatobiliary
pancreatic sciences, 28
（12）：e52-e53

2021. 12

A. Suzuki, K. Uno,
K. Nakase, K. Mandai,
B. Endoh, K. Chikugo,
T. Kawakami, T. Suzuki,
Y. Nakai, K. Kusumoto,
Y. Itokawa, O. Inatomi,
S. Bamba, Y. Mizumoto,
K. Tanaka

Post-endoscopic retrograde cholangiopancrea-
tography pancreatitis assessed using criteria for
acute pancreatitis

JGH Open, 5（12）：1391-
1397

2021. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

脳神経内科

RG. Nogueira*, N. Tokuda,
T. Yamada, et al.

SVIN COVID-19 Global Stroke Registry; SVIN
COVID-19 Global Stroke Registry. Global Im-
pact of COVID-19 on Stroke Care and IV
Thrombolysis

Neurology, 8; 96（23）：e
2824-e2838

2021. 6

RG. Nogueira*, N. Tokuda,
T. Yamada, et al.

Global impact of COVID-19 on stroke care International Journal of
Stroke, 16（5）：573-584

2021. 7

YS. Nishii, YI. Noto,
R. Yasuda, T. Kitaoji,
S. Ashida, E. Tanaka,
N. Minami, I. Nishino,
T. Mizuno

A Japanese case of oculopharyngeal muscular
dystrophy（OPMD）with PABPN1 c.35G＞C;
p.Gly12Ala point mutation

BMC Neurology, 5; 21
（1）：265

2021. 7

Y. Yamamoto, N. Makita,
Y. Nagakane

Atherosclerotic Vertebral Artery Occlusive Dis-
ease Predicts Poor Functional Outcome in Me-
dullary Infarction

International Journal of
Physical Medicine & Re-
habilitation, 9（S7）：001

2021. 9

Y. Nagakane, T. Ohara,
E. Tanaka, T. Yamada,
S. Ashida, Y. Kojima,
K. Maezono, S. Ogura,
D. Nakashima, T. Kitaoji,
Y. Yamamoto

Attack Interval Is the Key to the Likely Patho-
genesis of Multiple Transient Ischemic Attacks

Cerebrovascular Diseases
EXTRA, 11（3）：92-98

2021. 9

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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BJ. Kim*, KJ. Lee,
EL. Park, K. Tanaka,
M. Koga, S. Yoshimura,
R. Itabashi, JK. Cha,
BC. Lee, H. Akiyama,
Y. Nagakane, J. Lee,
K. Toyoda ; SAMURAI
Study Investigators, HJ.
Bae; CRCS-K Investigators

Prediction of recurrent stroke among ischemic
stroke patients with atrial fibrillation: Develop-
ment and validation of a risk score model

PLoS One, 8;16（10）：e
0258377

2021. 10

D. Maruyama, T. Yamada,
M. Murakami, G. Fujiwara,
Y. Komaru, Y. Nagakane,
N. Murakami, N. Hashimoto

FLAIR vascular hyperintensity with DWI for re-
gional collateral flow and tissue fate in recanal-
ized acute middle cerebral artery occlusion

European journal of radi-
ology, 135: 109490

2021.

永金 義成 ラクナ梗塞と branch atheromatous disease
（BAD）との異同について

日本医事新報，5075: 50 2021.

藤並 潤 がんと脳卒中 京都府立医科大学雑誌，
130: 795-802

2021.

德田 直輝，今井 啓輔 頸動脈ステント留置術（CAS） 脳神経外科速報，31: 29-
36

2021.

德田 直輝 顔や手足の麻痺が強くなった‼ Brain Nursing, 2021夏季
増刊：203-308

2021.

小 児 科

長村 敏生 日本小児救急医学会調査研究委員会委員会報
告．第 6報日本小児科学会との合同 2次調査
における死亡症例のまとめ～小児救急重篤疾
患登録調査（Japan Registry System for Chil-
dren with critical disease: JRSC）の集計結果
より～

日本小児救急医学会雑
誌，20（1）：73-78

2021. 2

長村 敏生 日本小児救急医学会調査研究委員会委員会報
告．第 7報小児救急重篤疾患登録調査（Ja-
pan Registry System for Children with critical
disease: JRSC）1次調査結果と日本小児科学
会との合同 2次調査結果を基にした小児死亡
症例の検証システム構築の試み

日本小児救急医学会雑
誌，20（1）：79-85

2021. 2

長村 敏生 日本小児救急医学会調査研究委員会委員会報
告．第 8報小児死亡症例の検証結果から示さ
れた Child Death Review（CDR）が推奨され
る症例の特徴

日本小児救急医学会雑
誌，20（1）：86-95

2021. 2

長村 敏生 地域密着型家庭内トリアージ推進ワーキン
グ・グループ委員長報告．急病時の子どもの
見方と受診の目安のための問診票および解説
マニュアル作成の経緯

日本小児救急医学会雑
誌，20（1）：96-103

2021. 2

坂本 昌彦＊，長村 敏生
松裏 裕行，泉 裕之
竹田津原野，山本 英一
神薗 淳司，平本 龍吾
高橋 勉，森尾 友宏
小林 正夫，楠原 浩一
竹島 泰弘

未就学児の家庭内入浴時の溺水トラブルに関
するアンケート調査結果

日本小児科学会雑誌，
125（3）：534-539

2021. 3

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
渡部 誠一＊，種市 尋宙
鎌崎 穂高，清原 鋼二
江原 朗，惠谷 ゆり
長村 敏生，久保 俊英
是松 聖悟，中林 洋介
林 泉彦，渕向 透
三石知左子，宮本 朋幸
大山 昇一，石井 榮一
平山 雅浩

小児医療提供体制調査報告 2019 日本小児科学会雑誌，
125（4）：694-708

2021. 4

S. Fukuhara, J. Mori,
H. Nakajima

Klinefelter syndorome in an adolescent with se-
vere obesity, insulin resistance, and hyperlipide-
mia, successfully treated with testosterone re-
placement therapy

Clinical Padiatric Endocri-
nology, 30（3）：127-132

2021. 7

伊藤 陽里＊，長村 敏生
平本 龍吾，小山 典久
山本 英一，岡田 広
小保内俊雅，田村 卓也
村田 祐二，窪田 満
木崎 善郎，藤田 秀樹
神園 淳司，井上 信明
浮山 越史，佐藤 厚夫
種市 尋宙，古野 憲司
濱田 洋通，玉木 久光
清澤 伸幸

日本小児救急医学会調査研究委員会委員会報
告．第 9報小児救急重篤疾患登録調査（Ja-
pan Registry System for Children with critical
disease: JRSC）から見えてきたこと（1）～小
児救急重篤疾患登録調査の登録実績について
～

日本小児救急医学会雑
誌，20（3）：486-492

2021. 11

山本 英一＊，長村 敏生
平本 龍吾，伊藤 陽里
小山 典久，岡田 広
小保内俊雅，田村 卓也
村田 祐二，窪田 満
木崎 善郎，藤田 秀樹
神園 淳司，井上 信明
浮山 越史，佐藤 厚夫
種市 尋宙，古野 憲司
濱田 洋通，玉木 久光
清澤 伸幸

日本小児救急医学会調査研究委員会委員会報
告．第 10報小児救急重篤疾患登録調査（Ja-
pan Registry System for Children with critical
disease: JRSC）から見えてきたこと（2）～化
膿性髄膜炎症例のまとめ～

日本小児救急医学会雑
誌，20（3）：493-495

2021. 11

岡田 広＊，長村 敏生
平本 龍吾，伊藤 陽里
小山 典久，山本 英一
小保内俊雅，田村 卓也
村田 祐二，窪田 満
木崎 善郎，藤田 秀樹
神園 淳司，井上 信明
浮山 越史，佐藤 厚夫
種市 尋宙，古野 憲司
濱田 洋通，玉木 久光
清澤 伸幸

日本小児救急医学会調査研究委員会委員会報
告．第 11報小児救急重篤疾患登録調査（Ja-
pan Registry System for Children with critical
disease: JRSC）から見えてきたこと（3）～新
たに人工換気療法を実施した症例のまとめ～

日本小児救急医学会雑
誌，20（3）：496-501

2021. 11

小山 典久＊，長村 敏生
平本 龍吾，伊藤 陽里
山本 英一，岡田 広
小保内俊雅，田村 卓也
村田 祐二，窪田 満
木崎 善郎，藤田 秀樹
神園 淳司，井上 信明
浮山 越史，佐藤 厚夫
種市 尋宙，古野 憲司
濱田 洋通，玉木 久光
清澤 伸幸

日本小児救急医学会調査研究委員会委員会報
告．第 12報小児救急重篤疾患登録調査（Ja-
pan Registry System for Children with critical
disease: JRSC）から見えてきたこと（4）～新
たに虐待が疑われた入院症例のまとめ～

日本小児救急医学会雑
誌，20（3）：502-504

2021. 11
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こころの医療科

前林 佳朗 総合病院におけるせん妄の概要 京都第二赤十字病院医学
雑誌，42: 14-26

2021. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

小保内俊雅＊，長村 敏生
平本 龍吾，伊藤 陽里
小山 典久，山本 英一
岡田 広，田村 卓也
村田 祐二，窪田 満
木崎 善郎，藤田 秀樹
神園 淳司，井上 信明
浮山 越史，佐藤 厚夫
種市 尋宙，古野 憲司
濱田 洋通，玉木 久光
清澤 伸幸

日本小児救急医学会調査研究委員会委員会報
告．第 13報小児救急重篤疾患登録調査（Ja-
pan Registry System for Children with critical
disease: JRSC）から見えてきたこと（5）～死
亡症例のまとめ～

日本小児救急医学会雑
誌，20（3）：505-509

2021. 11

西本 草太，小林 奈歩
久米 里佳，野田佳奈子
田宮茉莉子，齋藤多恵子
福原 正太，東道 公人
藤井 法子，大前 禎毅
梶山 葉，長村 敏生

川崎病急性期の経過中に確定診断に至った先
天性右冠動脈瘻の一例

京都第二赤十字病院医学
雑誌，42: 43-50

2021. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

外 科

伊藤 範朗，三好 隆行
樋上翔一郎，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

早期胃癌に対する ESD 後に追加胃切除術を
行った 81症例の臨床病理学的検討

癌と化学療法，48（2）：
248-250

2021. 2

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

心臓血管外科

小林 卓馬，夫 悠
渡辺 太治，後藤 智行

EVAR による bridged therapy が奏功した大
動脈十二指腸瘻の一例

日本血管外科学会雑誌，
30（2）：163-167

2021. 3

T. Kobayashi, T. Watanabe,
H. Fu, Y. Okada,
T. Goto

A life-saving case of cardiopulmonary arrest
with cardiac tamponade caused by erosion 6
years after percutaneous atrial septal defect clo-
sure: a case repor

Journal of Cardiothoracic
Surgery, 16（1）：137

2021. 5

神崎 智仁，後藤 智行
渡辺 太治，夫 悠

後壁心室中隔穿孔修復術後遺残短絡の急性増
悪をきたし再修復術を要した 1例

日本心臓血管外科学会雑
誌，50（5）：309-313

2021. 9

後藤 智行 急性大動脈解離 A 型の現状 京都第二赤十字病院医学
雑誌，42: 27-35

2021. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

脳神経外科

D. Maruyama*, T. Yamada,
M. Murakami, G. Fujiwara,
Y. Komaru, Y. Nagakane,
N. Murakami, N. Hashimoto

FLAIR vascular hyperintensity with DWI for re-
gional collateral flow and tissue fate in recanal-
ized acute middle cerebral artery occlusion

European journal of radi-
ology, 135: 109490

2021. 2

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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整 形 外 科

谷口 大吾，生駒 和也
牧 昌弘，城戸 優充
原 佑輔，大橋 鈴世

難治性の足底腱膜炎に対する漢方治療の経験 日本東洋医学雑誌，72
（2）：153-158

2021. 4

福井 康人，山本 浩基
日下部虎夫

BiCONTACT E ステムの 5年成績 Hip Joint, 47（2）：620-
622

2021. 8

山本 浩基，福井 康人
日下部虎夫

Entrada Stem を使用した THA の短期成績 Hip Joint, 47（2）：600-
603

2021. 8

Y. Tsukahara*, S. Torii,
F. Yamasawa, J. Iwamoto,
T. Otsuka, H. Goto,
T. Kusakabe, H. Matsumoto,
T. Akama

Bone parameters of elite athletes with oli-
gomenorrhea and prevalence seeking medical at-
tention: a cross-sectional study

Journal of Bone and Min-
eral Metabolis, 39（6）：
1009-1018

2021. 11

Y. Tsukahara*, S. Torii,
F. Yamasawa, J. Iwamoto,
T. Otsuka, H. Goto,
T. Kusakabe, H. Matsumoto,
T. Akama

Bone Metabolism, Bone Mineral Content, and
Density in Elite Late Teen Female Sprinters

International Journal of
Sports Medicine, 42（13）：
1228-1233

2021. 12

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

G. Fujiwara*, Y. Okada,
W. Ishii, R. Iiduka,
M. Murakami, T. Sakakibara,
T. Yamaki, N. Hashimoto

Association of skull fracture with in-hospital
mortality in severe traumatic brain injury pa-
tients

The American journal of
emergency medicine, 46:
78-83

2021. 8

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

形 成 外 科

矢持 良，杉本 佳陽
金 晴恵，貴島 顕二

下腿切断時に ICG 蛍光造影を用いた spare
parts surgery で膝関節を温存し得た 1例

形成外科，64（2）：196-
201

2021. 2

武田 孝輔，鈴木 雅詞
貴島 顕二

眼球回旋偏位を特徴とする下斜筋麻痺を伴う
眼窩底骨折の 1例

日本形成外科学会会誌，
41（4）：214-221

2021. 4

鈴木 雅詞，矢持 良
杉本 佳陽，貴島 顕二

座禅の際に慢性的に警策により叩打され受傷
した背部潰瘍の 1例

整形・災害外科， 64
（8）：1043-1045

2021. 7

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

泌 尿 器 科

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

Efficacy of testosterone replacement therapy
plus alternate-day tadalafil for patients with late-
onset hypogonadism: An open-label, random-
ized, crossover study

International Journal of
Urology, 28: 376-381

2021. 4

M. Miyashita, T. Shimizu,
E. Ashihara, O. Ukimura

Strategies to Improve the Antitumor Effect of γδ
T Cell Immunotherapy for Clinical Application

International Journal of
Molecular Sciences, 22
（16）：8910

2021. 8

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

産 婦 人 科

加藤 聖子，藤田 宏行
栗原 甲妃，秋山 鹿子
衛藤 美穂

卵巣原発大細胞神経内分泌癌の一例 日本婦人科腫瘍学会雑
誌，39（3）：628-634

2021. 7. 1

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

論 文 １２３



眼 科

小林 瞳，福岡 秀記
松本佳保里，曽田 里奈
春日 健孝，木下 茂
外園 千恵

鉗子分娩による角膜外傷の臨床的特徴 日本眼科学会雑誌，125
（7）：668-672

2021.

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

N. Suzuki, EP. Ko-Mitamura,
T. Inui, T. Terada,
K. Dejima, N. Nagata,
Y. Urade, R. Kawata

Steroids Inhibit Eosinophil Accumulation and
Downregulate Hematopoietic Chemotaxic
Prostaglandin D2 Receptor in Aspirin-
Exacerbated Respiratory Disease

Ear, Nose and Throat
Journal, 100（5 suppl）：
738S-745S

2021. 9

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

歯科口腔外科

山田 聡，肥後 智樹
髙橋 佳也，加藤 裕大
三上 正樹，西川 正典
猪田 浩理

下唇に発生した動静脈奇形の 1例 日本口腔診断学会誌，
34: 129-133

2021. 6

山田 聡，横田 幸治
三上 正樹，西川 正典
猪田 浩理

下顎頭周辺性骨腫に併発した原発性滑膜性軟
骨腫の 1例

日本口腔外科学会誌，
67: 584-589

2021. 10

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

放射線診断・治療科

M. Yamashita*, H. Miura,
Y. Ohara, T. Yoshikawa,
T. Hirota, T. Fukunaga,
H. Takamatsu, T. Yamagami,
K. Yamada

Evaluation of Temperature Distribution Around
the Probe in Cryoablation of Lipiodol-Mixed-
Tissue Phantom

CardioVascular and Inter-
ventional Radiology, 44
（3）：489-495

2021.

T. Kotani, M. Nishimura,
N. Tamaki, S. Matsushima,
S. Akiyama, T. Kanayama,
C. Bamba, Y. Tanada,
T. Nii, K. Yamada

Comparison between dynamic whole-body FDG
-PET and early-delayed imaging for the assess-
ment of motion in focal uptake in colorectal
area

Annals of Nuclear Medi-
cine, 35（12）：1305-1311

2021.

窪田 博亮，山田 幸美
河上 享平，金森千佳子
永野 仁美，松島 成典
沼 宗一郎，永金 義成

左同名半盲で発症した中枢神経ゴム腫の 1例 臨床放射線，66（13）：
1591-1595

2021.

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

病理診断科

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

Utility of a 20 G needle with a core trap in EUS
-guided fine-needle biopsy for gastric submu-
cosal tumors: A multicentric prospective trial

Endoscopic Ultrasound, 10
（2）：134-140

2021. 3
-4

名西 健二＊，安川 覚 腹腔鏡下切除を行った肝原発 Perivascular
epithelioid cell tumor（PEComa）の 1例

京都府立医科大学雑誌，
130（9）：579-590

2021. 9

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

Spatial Profiles of Intratumoral PD-1＋ Helper
T Cells Predict Prognosis in Head and Neck
Squamous Cell Carcinoma

Frontiers in immunology,
12: 769534

2021. 10

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日
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救 急 科

西田真衣子，石井 亘 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 1例

癌と化学療法，48（1）：
77-79

2021. 1

A. Okada, Y. Okada,
K. Kandori, S. Nakajima,
N. Okada, T. Matsuyama,
T. Kitamura, N. Hiromichi,
R. Iiduka

Associations between initial serum pH value and
outcomes of pediatric out-of-hospital cardiac ar-
rest

The American journal of
emergency medicine, 40:
89-95

2021. 2

K. Kandori, Y. Okada,
A. Okada, S. Nakajima,
N. Okada, T. Matsuyama,
T. Kitamura, H. Narumiya,
R. Iiduka

Association between cardiac rhythm conversion
and neurological outcome among cardiac arrest
patients with initial shockable rhythm: a nation-
wide prospective study in Japan

European Heart Journal-
Acute Cardiovascular Care,
10（2）：119-126

2021. 4. 8

笹松 信吾，窪田 忠夫
石井 亘

胃原発悪性 T 細胞リンパ腫による大量出血
に対して胃内ガーゼパッキングで救命しえた
1例

日本救急医学会雑誌，32
（5）：287-292

2021. 5

K. Kandori, Y. Okada,
W. Ishii, H. Narumiya,
R. Iiduka

Evaluation of a revised resuscitation protocol for
out-of-hospital cardiac arrest patients due to
COVID-19 safety protocols: a single-center ret-
rospective study in Japan

Scientific Reports, 11（1）：
12985

2021. 6. 21

G. Fujiwara, Y. Okada,
W. Ishii, R. Iiduka,
M. Murakami, T. Sakakibara,
T. Yamaki, N. Hashimoto

Association of skull fracture with in-hospital
mortality in severe traumatic brain injury pa-
tients

The American journal of
emergency medicine, 46:
78-83

2021. 8

Y. Okada, T. Kiguchi,
A. Okada, R. Iiduka,
T. Iwami, S. Ohtsuru

Predictive value of sarcopenic findings in the
psoas muscle on CT imaging among patients
with sepsis

The American journal of
emergency medicine, 47:
180-186

2021. 9

W. Ishii, M. Hitosugi,
M. Baba, K. Kandori,
Y. Arai

Factors Affecting Death and Severe Injury in
Child Motor Vehicle Passengers

Healthcare 9: 1431 2021. 10

石井 亘 COVID-19感染症に対応した入院医療コント
ロールセンターと救命救急センターの実状
重症患者急増への対応

日本バイオレオロジー学
会誌（B&R），35（3）：
83-89

2021. 11

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

臨床工学課

臼杵 大介，酒井 徳昭
松尾あきこ

冠動脈の機能的虚血評価における安静時指標
と冠血流予備量比の測定時間の比較（原著論
文）

医工学治療，33（2）：94-
97

2021. 7

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

看 護 部

淺野 耕太 がん看護のオンライン化 緩和ケア，31: 146-152 2021. 6

水引 智央 新人期看護師の多重課題遂行におけるセルフ
モニタリングの変容

日本看護学教育学会誌，
31（1）：69-82

2021. 7

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

腫 瘍 内 科

H. Ono Novel RAF/MEK inhibitor CH5126766/VS-
6766 has efficacy in combination with eribulin
for the treatment of triple-negative breast cancer

Cancer Science, 112（10）：
4166-75

2021. 7. 16

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

論 文 １２５



医療情報室

石田 志保，楠田 佳緒
山下 和彦，角 典以子
田中 聖人

RFID タグを用いた手術器械使用率の検討 日本手術医学会誌，42
（1）：16-21

2021. 3

S. Harada*, R. Bise,
H. Hayashi, K. Tanaka,
S. Uchida

Soft and self constrained clustering for group-
based labeling

Medical image analysis,
72: 102097

2021. 8

著 者 名 題 名 雑誌名・巻・頁 発表年月日

水引 智央 看護実践におけるセルフモニタリングの役割 看護実践の科学， 46
（8）：50-54

2021. 8

阿部 真理 卒後 2年目看護師の看護実践における成長の
プロセス

日本看護科学学会誌，
40: 175-183

2021. 9

看 護 学 校

副島 和美 卒業生像に向かうための長期的ルーブリック
～KYO2-Career Rainbow

看護教育，62（8）：0727-
0737

2021. 8

副島 和美，嶋田佐和子 座談会：学生・教員・指導者の認識を共有す
るルーブリック
～作成と運用の実際～

看護教育，62（8）：0702-
0710

2021. 8

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

M. Kizaki* N. Uoshima,
et al.

RealWorld Treatment Patterns and
Clinical Outcomes in Unfit Patients
with AML in Japan

第 43回日本造血細胞
移植学会総会

東京・Web 2021. 3. 5
7

金山 悠加＊，佐々木奈々
魚嶋 伸彦，他

再発難治性骨髄腫に対するカルフ
ィルミゾブ療法の有効性と安全
性：京都血液臨床研究グループ
（KOTOSG）前方視的観察研究

第 43回日本造血細胞
移植学会総会

東京・Web 2021. 3. 5
7

村松 彩子＊，佐々木奈々
魚嶋 伸彦，他

カルフィルミゾブによる高血圧合
併における血清 TGFb と IL6の
バイオマーカーとしての意義

第 46回日本骨髄腫学
会学術集会

福島・Web 2021. 5. 29
30

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

10コース以上ブレンツキシマ
ブ・ベドチン（BV）を継続して，
寛解を維持している再発 NK/T 細
胞リンパ腫の一例

第 115回近畿血液学地
方会

京都・Web 2021. 6. 5

内匠 啓，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

慢性骨髄単球性白血病に対してア
ザシチジンにて加療後，同種造血
幹細胞移植が奏功した一例

第 115回近畿血液学地
方会

京都・Web 2021. 6. 5

藤田 陽太＊，小林 正行
尼川 龍一，中峯 寛和
上辻 由里，魚嶋 伸彦

Ph1陽性急性リンパ性白血病を合
併した胃リンパ腫の一例

第 115回近畿血液学地
方会

京都・Web 2021. 6. 5

魚嶋 伸彦 慢性骨髄性白血病治療の進展 第 83回日本血液学会
学術集会モーニングセ
ミナー

仙台・Web 2021. 9. 25

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

The clinical features of RUNX1
mutation positive acute myeloid leu
kemia in a Japanese cohort

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

Y. Kanayama*, N. Uoshima,
N. Sasaki, et al.

Prospective study for adverse events
with carfilzomib containing therapy
in multiple myeloma

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

A. Muramatsu*, N. Sasaki,
N. Uoshima, et al.

Serum levels of IL6 and TGFβ1
as the predictors ofcarfilzomib
induced hypertension in myeloma

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

Y. Okayama*, M. Uoshima,
et al.

Very elderly patients with myeloma:
a multicenter retrospective analysis
from Kansai Myeloma Forum

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

T. Takakuwa*, N. Uoshima,
et al.

Novel web application predicting
patientspecific prognosisin MM from
KMF using machine learning

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

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

Efficacy of elotuzumab plus le
nalidomide and dexamethasone for
MM: A retrospective analysis from

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

H. Okamoto, N. Uoshima,
et al.

Optimal assessment of bone marrow
involvement by biopsy plus flow
cytometric analysis in DLBCL

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

K. Mizuhara*, N. Uoshima,
et al.

Watchful waiting may be an accept
able clinical option for primary ocu
lar adnexal MALT lymphoma

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
K. Itabashi*, N. Uoshima,
et al.

The clinical importance of DNMT3
A, NPM1, and FLT3ITD triple
mutation in Japanese AML

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

N. Sasaki, Y. Kamitsuji,
A. Miyashita, H. Okamoto,
Y. Komori, Y. Tsutsumi,
Y. Kobayashi, N. Tamura,
J. Kanda, N. Uoshima

A case of ALL treated with CART
after relapse from haploidentical
PBSCT

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

A. Miyashita, Y. Kamitsuji,
A. Nakayama, Y. Komori,
J. Yamaguchi, Y. Tsutsumi,
N. Sasaki, Y. Kobayashi,
Y. Shimazu, J. Kanda,
N. Uoshima

A successfully managed refractory
DLBCL case with CART therapy
and subsequent alloSCT

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

Y. Tsutsumi, A. Nakayama,
A. Miyashita, J. Yamaguchi,
Y. Komori, N. Sasaki,
Y. Kamitsuji, Y. Kobayashi,
Y. Shimazu, J. Kanda,
N. Uoshima

The feasibility of allogeneic SCT
for elderly AML patients aged 70
years or older in our institute

第 83回日本血液学会
学術集会

仙台・Web 2021. 9. 23
25

大城 葵，小森友紀子
中山 藍，宮下 明大
山口 順子，隄 康彦
佐々木奈々，上辻 由里
小林 裕，魚嶋 伸彦

門脈圧亢進を伴う多発静脈血栓を
契機に診断した真性多血症の一例

第 116回近畿血液学地
方会

神戸・Web 2021. 11. 27

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

急性腎障害・高カルシウム血症な
ど多彩な症状を呈し診断に苦慮し
たリンパ形質細胞性リンパ腫
（LPL）の一例

第 116回近畿血液学地
方会

神戸・Web 2021. 11. 27

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

豊國 恵麻，米田 麻里
加藤さやか，門野真由子
長谷川剛二

手術後に認知機能改善を認めたア
ルツハイマー病として経過観察さ
れていたインスリノーマの 1例

第 94回日本内分泌学
会総会

Web 2021. 4. 22
24

茎田 祐司，井上 弘之
谷口 大吾，井上 衛
川人 豊

エタネルセプトを中止または投与
間隔を延長した後に寛解を維持し
ている症例の検討

第 65回日本リウマチ
学会総会・学術総会

Web 2021. 4. 26
28

米田 麻里，加藤さやか
門野真由子，豊國 恵麻
阪井貴美子，長谷川剛二

高血糖緊急症発症における要因と
季節変動について

第 64回日本糖尿病学
会年次学術集会

Web 2021. 5. 20
22

山崎 真裕＊，芳村 悠太
中島 華子，田中 亨
長谷川剛二，石井 通予
岡田 博史，三橋 一輝
北川 功幸，濵口 真英
福井 道明

1型糖尿病の SGLT2阻害薬併用
療法におけるインスリン投与量調
節についてのパイロット試験：
RISINGSTAR 試験

第 64回日本糖尿病学
会年次学術集会

Web 2021. 5. 20
22

濵口 真英＊，山崎 真裕
田中 亨，石井 通予
岡田 博史，三橋 一輝
北川 功幸，芳村 悠太
中島 華子，長谷川剛二
福井 道明

1型糖尿病に対するダパグリフロ
ジンの有効性と安全性：RISING
STAR 試験

第 64回日本糖尿病学
会年次学術集会

Web 2021. 5. 20
22
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
法里茉里奈，宮内 英華
小森友紀子，長谷川剛二

急性骨髄性白血病に対して白血球
除去療法を行った一例

第 66回日本透析医学
会学術集会・総会

横 浜 2021. 6. 4

服部 翔太＊，草場 哲郎
山下 紀行，塩津 弥生
笠松 悠，藤田 直久
玉垣 圭一

当院における COVID-19診療の
実際と腎疾患合併症例の検討

第 64回日本腎臓学会
学術総会

横 浜 2021. 6. 19

茎田 祐司，井上 弘之
吉岡 聖将，長谷川剛二

当院における重症ステロイド性骨
粗鬆症に対するロモソズマブの有
効性の検討

第 23回日本骨粗鬆症
学会

Web 2021. 10. 8
-10

北野 芙雪＊，井田 智治
桐田 雄平，益澤 尚子
内山 和彦，田中 寿弥
太田 矩義，塩津 弥生
草場 哲郎，小西 英一
玉垣 圭一

潰瘍性大腸炎に合併した肉芽腫性
尿細管間質性腎炎の 1例

第 51回腎臓学会西部
学術大会

Web 2021. 10. 15

法里茉里奈，宮内 英華
小森友紀子，村上 徹
塩津 弥生，門野真由子
成宮 博理，長谷川剛二

リチウムによる副甲状腺機能亢進
症の一例

第 51回腎臓学会西部
学術大会

Web 2021. 10. 16

緒方愛佑美＊，三原 悠
小牧 和美，益澤 尚子
志村 勇司，森本 真理
中村 格，井田 智治
太田 矩義，塩津 弥生
草場 哲郎，黒田 純也
小西 英一，玉垣 圭一

MPB 療法が奏功した重鎖沈着症
の 1例

第 51回腎臓学会西部
学術大会

Web 2021. 10. 16

桑原 美樹＊，上原乃梨子
太田 矩義，大下 彰史
田中 寿弥，瀬川 由佳
石田 良，的場 弥生
塩津 弥生，草場 哲郎
玉垣 圭一

ST 合剤による非典型薬剤性過敏
症症候群にニューモシスチス肺炎
を合併した IgA 腎症の 1例

第 51回腎臓学会西部
学術大会

Web 2021. 10. 16

米田 麻里，加藤さやか
門野真由子，市川 貴博
阪井貴美子，長谷川剛二

高血糖緊急症発症時のアシデミア
の重症度に寄与する因子

第 58回日本糖尿病学
会近畿地方会

京 都 2021. 10. 30

芳村 悠太＊，山崎 真裕
濵口 真英，田中 亨
石井 通予，岡田 博史
三橋 一輝，北川 功幸
中島 華子，長谷川剛二
福井 道明

ダパグリフロジン投与による 1型
糖尿病患者の治療満足度変化：
RISING-STAR 試験

第 58回日本糖尿病学
会近畿地方会

京 都 2021. 10. 30

中島 華子＊，加藤さやか
門野真由子，浅野 麻衣
長谷川剛二，中沢 由華
福井 道明

中枢性性腺機能低下・続発性骨粗
鬆症からコケイン症候群を疑った
1例

第 31回臨床内分泌代
謝 Update

大 阪 2021. 11. 26
-27

循環器内科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

坂谷 知彦 姑息的手段を講じたデバイス感染
患者におけるその後の経過

第 13回植込みデバイ
ス関連冬季大会

大阪・Web 2021. 2. 5

椿本 恵則 Current Status of Endovascular
Treatment for Iliac lesion

第 29回日本心血管イ
ンターベンション治療
学会 ランチョンセミ
ナー

Web 2021. 2. 20

学会発表（シンポジウム含） １２９



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

高度石灰化結節を合併した LCx
起始部に対して Orbital Atherec-
tomy による掘削が有効であった
LMT 分岐部病変の一例

第 36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 2021. 2. 27

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

当院における冠動脈分岐部病変に
対する Modified Jailed Balloon
Technique の有効性と安全性の検
討

第 36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 2021. 2. 27

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

左総大腿動脈に留置した Supera
ステントがシース挿入時に migra-
tion した一例

第 36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 2021. 2. 27

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

内側足底動脈から第一中足骨動脈
を介した Trans-collateral approach
により血行再建に成功した重症下
肢虚血の 1例

第 36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 2021. 2. 27

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

The Validation of Simplified TIMI
Frame Count Reserve as Coronary
Flow Reserve

第 85回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）

横浜・Web 2021. 3. 26
-28

椿本 恵則，池下 裕樹
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

同側本幹アンカーと対側アンカー
を用いて治療した右冠動脈 CTO
の 1例

第 85回日本循環器学
会学術集会（JCS 2020）

横浜・Web 2021. 3. 26
-28

Y. Tsubakimoto The W-BADFORM technique to re-
solve wire non-passage in bidirec-
tional wiring

Japan Endovascular
Treatment Conference
（JET）2021

大阪・Web 2021. 4. 30

井上 啓司，池下 裕樹
桐井 陽祐，佐分利 誠
伏村 洋平，津端 英雄
笠原 武，椿本 恵則
松尾あきこ

Should We Perform Ablation for
Asymptomatic Atrial Fibrillation
Detected by Cardiac Implantable
Electric Device?

第 67回日本不整脈心
電学会学術大会

横 浜 2021. 7. 3

Y. Tsubakimoto Rationalising revascularization tech-
niques for favourable BTK out-
comes

National Intervention
Council Annual Confer-
ence（CSI-NIC）2021

Web 2021. 7. 20

椿本 恵則，河合 紘平
桐井 陽祐，伏村 洋平
佐分利 誠，津端 英雄
笠原 武，濱岡 哲郎
松尾あきこ，井上 啓司

経路が不明な LAD CTO に対す
る PCI を施行した 1例

第 37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 2021. 10. 15

椿本 恵則 BTA/BTK 領域におけるガイドワ
イヤー／デバイス不通過症例に対
する W-BADFORM テクニックの
有用性

第 62回日本脈管学会
総会

Web 2021. 10. 15

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
椿本 恵則 IVUS-Guided Wiring Improves the

Clinical Outcomes of Angioplasty
for Long Femoropopliteal CTO
Compared with the Conventional
Intraluminal Approach

Complex Cardiovascu-
lar Therapeutics（CCT）
2021

Web 2021. 10. 29

椿本 恵則 血行再建と創傷治癒をいかに繋げ
るか 京都第二赤十字病院での取
り組み

第 3回日本フットケア
足病学会関西地方会
循環器シンポジウム

大 阪 2021. 11. 5

井上 啓司，池下 裕樹
桐井 陽祐，杉本 健
佐分利 誠，伏村 洋平
津端 英雄，笠原 武
椿本 恵則，松尾あきこ

慢性心房細動に対して内視鏡下左
心耳切除術とカテーテルアブレー
ションを施行した若年女性の一例

第 47回京都医学会 Web 2021. 11. 7

椿本 恵則 Bailouters 大腿膝窩動脈編
～非デバイス編（アプローチ，止
血，穿孔，石灰化，患者急変な
ど）～

Complex Peripheral An-
gioplasty Conference
（CPAC）2021

Web 2021. 11. 27

椿本 恵則 FP treatment in CLTI pts
～Evidence と Experience から考
える FP 治療～

第 2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 2021. 12. 10

井上 啓司，池下 裕樹
桐井 陽祐，杉本 健
佐分利 誠，伏村 洋平
津端 英雄，笠原 武
椿本 恵則，松尾あきこ

失神を伴う頻発性心室性期外収縮
のアブレーション後，植込み型心
電図記録計でフォローした一例

第 1回日本不整脈心電
学会 近畿支部地方会

Web 2021. 12. 18

井上 啓司，池下 裕樹
桐井 陽祐，杉本 健
佐分利 誠，伏村 洋平
津端 英雄，笠原 武
椿本 恵則，松尾あきこ

慢性心房細動に対して内視鏡下左
心耳切除術とカテーテルアブレー
ションを施行した若年女性の一例

第 1回日本不整脈心電
学会 近畿支部地方会

Web 2021. 12. 18

呼吸器内科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

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

Immunological and nutritional pre-
dictors for first-line chemoimmuno-
therapy in advanced non-small-cell
lung cancer

第 18回日本臨床腫瘍
学会学術集会

大 阪 2021. 2

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

Atezolizumab in combination with
carboplatin and etoposide（CE）for
small-cell lung cancer after failure
to CE

第 18回日本臨床腫瘍
学会学術集会

大 阪 2021. 2

K. Morimoto, T. Yamada,
Y. Katayama, C. Takumi,
T. Takeda, Y. Chihara,
T. Yamada, O. Hiranuma,
Y. Morimoto, J. Uchino,
K. Takayama

Clinical impact of combined immu-
notherapy and chemotherapy in eld-
erly patients with advanced non-
small-cell lung cancer

第 18回日本臨床腫瘍
学会学術集会

大 阪 2021. 2

米田 太郎，木村 英晴
寺田 七朗，木場 隼人
竹田 隆之，髙山 浩一
笠原 寿郎

Gene mutation profiles in liquid bi-
opsies upon development of resis-
tance to afatinib

第 18回日本臨床腫瘍
学会学術集会

大 阪 2021. 2

学会発表（シンポジウム含） １３１



演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
高塚 沙紀，谷 望未
片岡 伸貴，杉本 匠
佐藤いずみ，小倉 由莉
廣瀬 和紀，竹田 隆之

Osimertinib の簡易懸濁法が奏効
した食道狭窄を伴う EGFR 遺伝
子変異陽肺癌の一例

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

京 都 2021. 2

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

高齢の左主気管支原発 MALT リ
ンパ腫に対してリツキシマブ単独
療法を導入した一例

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

京 都 2021. 2

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

癌性リンパ管症で発症した肝内胆
管癌の症例

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

京 都 2021. 2

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

免疫チェックポイント阻害薬が奏
効した de novo T790M 変異の一
例

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

京 都 2021. 2

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

肺腺癌術後再発への化学放射線療
法後再発に対して複合免疫療法を
導入した一例

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

京 都 2021. 2

北岡 秀太，加藤大志朗
石川 成美，小倉 由莉
竹田 隆之

重篤な経過となった術後院内発症
脳血管障害の 2例

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

京 都 2021. 2

谷村 恵子，山田 忠明
森本 吉恵，岩破 將博
金子 美子，内野 順治
髙山 浩一，大村亜矢香
塩津 伸介，片岡 伸貴
竹田 隆之，谷口 隆介
山田 崇央，竹内 真弓
千原 佑介

進行非小細胞肺がんの免疫チェッ
クポイント阻害薬における血管新
生阻害薬治療歴と治療効果の関連
についての多施設共同後方視的検
討

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

京 都 2021. 2

伊東 真哉，千原 佑介
竹内 真弓，尾ノ井恵佑
竹田 隆之

右肺全摘術後の急性膿胸罹患時に
発見された気管内再発病変に対し
てニボルマブ投与を行った肺扁平
上皮癌の 1例

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

京 都 2021. 2

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

10ヶ月の無治療経過観察で呼吸
不全に至り，ステロイドが奏効し
た IgG4関連肺疾患の一例

第 61回日本呼吸器学
会学術講演会

東 京 2021. 4

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 61回日本呼吸器学
会学術講演会

東 京 2021. 4

廣瀬 和紀，片岡 伸貴
立花 佑介，谷 望未
佐藤いずみ，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

1st ALK-TKI として Alecitinib を
使用した ALK 陽性肺癌 14例の
効果予測因子の検討の検討

第 61回日本呼吸器学
会学術講演会

東 京 2021. 4

小倉 由莉，森本 健司
山田 忠明，内匠千恵子
竹田 隆之，千原 佑介
山田 崇央，平沼 修
内野 順治，髙山 浩一

高齢の進行期非小細胞肺癌患者を
対象とした複合免疫療法の有効
性・安全性に関する多施設共同後
方視的検討

第 61回日本呼吸器学
会学術講演会

東 京 2021. 4
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
狩野友花里，佐藤いずみ
片岡 伸貴，齊ノ内 玲
國松 勇介，谷村 真依
中野 貴之，谷村 恵子
竹田 隆之

健診発見の肺底動脈大動脈起始症
の一例

第 97回日本呼吸器学
会近畿地方会

Web 2021. 7

高塚 沙紀，谷村 真依
片岡 伸貴，齊ノ内 玲
國松 勇介，佐藤いずみ
中野 貴之，谷村 恵子
竹田 隆之

肝 CT 値と血中濃度によりステロ
イドの漸減を行ったアミオダロン
肺障害の 1例

第 97回日本呼吸器学
会近畿地方会

Web 2021. 7

金光祐果理，谷村 恵子
片岡 伸貴，齊ノ内 玲
國松 勇介，佐藤いずみ
谷村 真依，中野 貴之
竹田 隆之

肺多形癌に対して複合免疫療法を
行った 1例

第 97回日本呼吸器学
会近畿地方会

Web 2021. 7

片岡 伸貴，片山 勇輝
山田 忠明，千原 佑介
塩津 伸介，平沼 修
原田 大司，内野 順治
竹田 隆之，髙山 浩一

既治療進行非小細胞肺癌症例を対
象とした Atezolizumab 単剤治療
における血中炎症性マーカーの意
義

第 97回日本呼吸器学
会近畿地方会

Web 2021. 7

高塚 沙紀，谷村 恵子
片岡 伸貴，堤 玲
國松 勇介，佐藤いずみ
谷村 真依，中野 貴之
竹田 隆之

Crizotinib による薬剤性肺障害後
に entrectinib を投与した ROS1融
合遺伝子陽性肺癌の 1例

第 114回日本肺癌学会
関西支部学術集会

Web 2021. 7

片岡 伸貴，中野 貴之
高塚 沙紀，堤 玲
國松 勇介，佐藤いずみ
谷村 真依，谷村 恵子
竹田 隆之

混合型大細胞神経内分泌癌に対し
て CBDCA＋nab-PTX＋ atezolizu-
mab を導入した 1例

第 114回日本肺癌学会
関西支部学術集会

Web 2021. 7

竹田 隆之，谷村 恵子
中野 貴之，石田 真樹
立花 佑介，塩津 伸介
堀内 滋人，日比野 真
岡田あすか，千原 佑介
山田 忠明，髙山 浩一

アレクチニブによる ALK 陽性肺
癌の 1次治療での効果予測因子に
ついての多施設共同後方視的観察
研究

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

竹田 隆之，千原 佑介
後藤 康洋，中村 洋一
土屋 裕子，中尾 明
日比野 真，福田 実
本田 亮一，山田 崇央
平沼 修，下瀬 尭之
岸本 淳司，内野 順治
髙山 浩一

高齢者 EGFR 遺伝子変異陽性の
進行期／術後再発非小細胞肺癌に
対する Osimertinib による 1次治
療の第 II 相試験

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

谷村 恵子，片岡 伸貴
堤 玲，國松 勇介
佐藤いずみ，谷村 真依
中野 貴之，竹田 隆之

非小細胞肺癌における同時化学放
射線療法後デュルバルマブ療法の
治療効果予測因子についての後方
視的検討

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

堤 玲，谷村 恵子
片岡 伸貴，國松 勇介
佐藤いずみ，谷村 真依
中野 貴之，淺野 耕太
加藤大志朗，竹田 隆之

2次治療で entrectinib を投与した
ROS 1融合遺伝子陽性肺癌の 1例

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

学会発表（シンポジウム含） １３３



演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
片岡 伸貴，中野 貴之
堤 玲，國松 勇介
佐藤いずみ，谷村 真依
谷村 恵子，淺野 耕太
加藤大志朗，竹田 隆之

脳転移を伴う混合型大細胞神経内
分泌癌に対して複合免疫療法を導
入した 1例

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

吉村 彰紘，山田 忠明
谷村 恵子，大熊 裕介
福田 滉仁，渡部 聡
西岡 直哉，竹田 隆之
千原 佑介，竹本真之輔
原田 大司，平沼 修
白井由紀奈，西山 明宏
矢野 聖二，後藤 康洋
塩津 伸介，國政 啓
上原 久典，須田 健一
光冨 徹哉，釼持 広知
高橋 利明，髙山 浩一

EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺
がんのオシメルチニブ初回治療で
の AXL 発現の検討：多施設共同
前向き観察研究

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

森本 健司，内野 順治
横井 崇，木島 貴志
後藤 康洋，中尾 明
日比野 真，竹田 隆之
山口 博之，内匠千恵子
竹下 正文，千原 佑介
山田 崇央，平沼 修
森本 吉恵，岩破 將博
徳田 深作，山田 忠明
髙山 浩一

非小細胞肺癌患者の複合免疫療法
における治療前がん悪液質評価に
関する多施設共同後方視的検討

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

森本 健司，山田 忠明
横井 崇，木島 貴志
後藤 康洋，中尾 明
日比野 真，竹田 隆之
山口 博之，内匠千恵子
竹下 正文，千原 佑介
山田 崇央，平沼 修
森本 吉恵，岩破 將博
徳田 深作，内野 順治
髙山 浩一

高齢進行非小細胞肺癌患者におけ
る複合免疫療法の効果と安全性に
関する多施設共同後方視的検討

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

宇田紗也佳，山田 忠明
後藤 康洋，吉峯 晃平
中村 洋一，横井 崇
塩津 伸介，田宮 暢代
木村 英晴，千原 佑介
梅田 幸寛，出水みいる
竹田 隆之，山田 崇央
日比野 真，平沼 修
岡田あすか，大杉 修二
竹村 佳純，髙山 浩一

既治療進展型小細胞肺癌を対象と
したアムルビシン単剤治療の有効
性に関する多施設共同後方視的観
察研究

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

中邨 亮太，山田 忠明
森本 健司，中尾 明
後藤 康洋，小倉 由莉
竹田 隆之，内匠千恵子
尾ノ井恵佑，千原 佑介
谷口 隆介，山田 崇央
平沼 修，田中 理美
森本 吉恵，岩破 將博
徳田 深作，金子 美子
内野 順治，髙山 浩一

進行非小細胞肺癌における複合免
疫療法の維持療法の効果予測因子
に関する多施設共同後方視的検討

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
森本 健司，山田 忠明
竹田 隆之，内匠千恵子
千原 佑介，山田 崇央
平沼 修，森本 吉恵
岩破 將博，徳田 深作
髙山 浩一

進行期非小細胞肺癌患者を対象と
した複合免疫療法における抗核抗
体の意義に関する検討：多施設共
同観察研究

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

森本 健司，山田 忠明
竹田 隆之，内匠千恵子
千原 佑介，山田 崇央
平沼 修，森本 吉恵
岩破 將博，徳田 深作
髙山 浩一

複合免疫療法による免疫関連有害
事象が進行非小細胞肺癌患者の臨
床転帰に与える影響：多施設共同
観察研究

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

松井 遥平，山田 忠明
平沼 修，塩津 伸介
田宮 暢代，竹田 隆之
森本 吉恵，岩破 將博
徳田 深作，髙山 浩一

既治療進展型小細胞肺癌を対象と
したパクリタキセル製剤の効果・
安全性に関する多施設共同後方視
的検討観察研究

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

福田 滉仁，山田 忠明
吉村 彰紘，大熊 裕介
渡部 聡，西岡 直哉
竹田 隆之，千原 佑介
竹本真之輔，原田 大司
平沼 修，白井由紀奈
西山 明宏，矢野 聖二
後藤 康洋，塩津 伸介
國政 啓，釼持 広知
高橋 利明，髙山 浩一

EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺
癌のオシメルチニブ治療と腫瘍内
PD-L 1発現に関する多施設共同
前向き観察研究

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

塩津 伸介，吉村 彰紘
山田 忠明，岩破 將博
合田 志穂，松山 碧沙
大村亜矢香，辻 泰佑
内匠千惠子，土谷美知子
吉岡 弘鎮，平沼 修
千原 佑介，山田 崇央
長谷川 功，太田 登博
竹田 隆之，平岡 範也
髙山 浩一

PS 不良・高齢 NSCLC 患者のペ
ムブロリズマブ単剤治療の効果と
安全性に関する多施設共同前向き
観察研究

第 62回日本肺癌学会
学術集会

横 浜 2021. 11

竹田 隆之 非小細胞肺癌の診断とバイオマー
カー
～肺癌診療ガイドラインでの位置
付け～

第 98回日本呼吸器学
会近畿地方会：ランチ
ョンセミナー 2 セッ
ション 1

京 都 2021. 12

広実 佐保，片岡 伸貴
堤 玲，國松 勇介
佐藤いずみ，谷村 真依
中野 貴之，谷村 恵子
竹田 隆之

デュピルマブが奏効したアレル
ギー性気管支肺アスペルギルス症
の 1例

第 98回日本呼吸器学
会近畿地方会

京 都 2021. 12

白井 遼，片岡 伸貴
堤 玲，國松 勇介
佐藤いずみ，谷村 真依
中野 貴之，谷村 恵子
竹田 隆之

KRAS 遺伝子変異から膵癌術後肺
転移と診断した 1例

第 98回日本呼吸器学
会近畿地方会

京 都 2021. 12

國松 勇介，中野 貴之
片岡 伸貴，堤 玲
佐藤いずみ，谷村 真依
谷村 恵子，竹田 隆之

粟粒結核に続発した脳結核腫に対
して抗結核薬治療中に頭蓋内結節
の増悪を認めた一例

第 98回日本呼吸器学
会近畿地方会

京 都 2021. 12

学会発表（シンポジウム含） １３５



消化器内科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

萬代晃一朗，中瀬浩二朗
宇野 耕治

膵炎後膵周囲液貯留に対する
EUS 下ドレナージ後のステント
留置期間についての検討

第 51回日本膵臓学会
大会

神 戸 2021. 1. 9

田中 聖人 ワークショップ 1 AI や ICT を
用いた消化管診療 消化器内視鏡
領域における AI の現状

第 17回日本消化管学
会

Web 2021. 2. 19

内匠 啓，猪上 尚徳
古本恵理子，黄 哲久
中村 志歩，曽根 大暉
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

悪性腹膜中皮腫の一例 第 114回日本消化器病
学会近畿支部例会

Web 2021. 2. 27

田中 聖人 日本内科学会サテライトシンポジ
ウム
～画像関連 6学会の診療画像デー
タベース構築と AI 開発（AMED
研究）～
内視鏡統合データベースと連携す
る内視鏡診療領域における AI
プロトタイプ開発と実装に向けた
ICT 基盤整備

第 118回日本内科学会 東 京 2021. 3. 9

高塚 沙紀，猪上 尚徳
古本恵理子，白川 敦史
真田 香澄，河村 卓二
宇野 耕治

DIC 合併骨髄浸潤胃癌に対し化
学療法が奏功した一例

第 231回日本内科学会
近畿地方会

Web 2021. 3. 13

萬代晃一朗，中村 志歩
宇野 耕治

内視鏡的ネクロセクトミー時の
LAMS 脱着法の安全性と有用性
について

第 101回日本消化器内
視鏡学会総会

広 島 2021. 5. 15

田中 聖人 教育セミナー「JED プロジェク
ト 5年間のあゆみと今後」

第 112回日本消化器内
視鏡学会関東支部例会

Web 2021. 6. 12
-13

K. Tanaka JAPAN ENDOSCOPY DATA-
BASE（JED）
～HOW THIS WILL BENEFIT
ALL JAPAN ENDOSCOPISTS
AND PATIENTS～

TOKYO LIVE: Endo-
scopy one

Web 2021. 7. 2

萬代晃一朗，曽根 大揮
宇野 耕治

Walled-off necrosis に対する内視
鏡的ネクロセクトミー時の
LAMS 脱着法の有用性について

第 106回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

大阪・Web 2021. 7. 10

廣瀬 晴人，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

原因不明の消化管出血を契機に発
見された Peutz-Jeghars 型小腸ポ
リープの一例

第 106回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

大 阪 2021. 7. 10

田中 聖人 教育セミナー「JED プロジェク
ト 5年間のあゆみと今後」

第 40回日本消化器内
視鏡学会近畿支部

Web 2021. 8. 29
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
四宮 遼 EST 後乳頭瘢痕狭窄を伴う胃全

摘 Roux-en-Y 再建後の総胆管結
石に対して，金属ステントを留置
して狭窄を解除し採石を行った一
例

第 115回日本消化器病
学会近畿支部例会

Web 2021. 9. 18

植原 知暉，河村 卓二
佐竹 裕暁，井上 貴斗
四宮 遼，曽根 大暉
中村 志歩，吉本 隆晃
雨宮 可奈，猪上 尚徳
堀田 祐馬，白川 敦史
岡田 雄介，真田 香澄
萬代晃一朗，盛田 篤広
田中 聖人，宇野 耕治
安田健治朗

腸閉塞をきたした回腸末端腸管子
宮内膜症の一例

第 115回日本消化器病
学会近畿支部例会

Web 2021. 9. 18

萬代晃一朗，宇野 耕治 膵癌診断における連続膵液細胞診
の膵液採取回数と診断能の関連に
ついて

第 51回日本膵臓学会
大会

東京・Web 2021. 9. 22

田中 聖人 JED プロジェクトと洗浄消毒 第一回日本消化器内視
鏡学会内視鏡スクリー
ニング認定医教育セミ
ナー

Web 2021. 10. 24

萬代晃一朗 急性胆嚢炎に対する EUS ガイド
下胆嚢ドレナージ術における，細
径通電ダイレーターを用いた一期
的な穿刺拡張

JDDW 2021 神 戸 2021. 11. 6

田中 聖人 医療セミナー「新専門医制度の現
状と課題」新専門医制度における
日本消化器内視鏡学会の現状と課
題

JDDW 2021 神 戸 2021. 11. 6

井上 貴斗 結石除去用バルーンカテーテルで
十二指腸側に引き出すことで，直
視下生検できた乳頭部胆管癌の一
例

第 107回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

神戸・Web 2021. 12. 11

佐竹 裕暁，岡田 雄介
植原 知暉，四宮 遼
井上 貴斗，中村 志歩
曽根 大暉，吉本 隆晃
雨宮 可奈，猪上 尚徳
堀田 祐馬，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，田中 聖人
安田健治朗

悪性リンパ腫を先進部として小腸
－大腸型の腸閉塞をきたした一例

第 107回日本消化器内
視鏡学会近畿支部例会

神戸・Web 2021. 12. 11

萬代晃一朗 遠位胆管狭窄に対するステンティ
ング
～プラスチックステントを使いこ
なす～

第 107回消化器内視鏡
学会近畿支部例会 ラ
ンチョンセミナー

神戸・Web 2021. 12. 11

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，真田 悠希
河村 裕貴

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
検討

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

学会発表（シンポジウム含） １３７



演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
永金 義成，田中瑛次郎
山田 丈弘，濱中 正嗣
藤並 潤，岸谷 融
沼 宗一郎，福永 大幹
清水 夢基，村田 翔平

長期追跡調査によるラクナ・
BAD 型梗塞患者の脳卒中再発

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

尾原 知行＊，田中瑛次郎
前園 恵子，藤並 潤
藤井 明弘，山田 丈弘
蒔田 直輝，德田 直輝
武澤 秀理，永金 義成
濱中 正嗣，牧野 雅弘
今井 啓輔，水野 敏樹

若年性脳梗塞の多施設前向き観察
研究における脳梗塞発症機序の検
討
－頭蓋内動脈解離の重要性－

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

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

CT 灌流画像で低ミスマッチ比の
急性主幹動脈閉塞に対する機械的
血栓回収療法

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

田中瑛次郎，尾原 知行
前園 恵子，藤並 潤
藤井 明弘，山田 丈弘
蒔田 直輝，德田 直輝
武澤 秀理，永金 義成
濱中 正嗣，牧野 雅弘
今井 啓輔，水野 敏樹

若年性脳梗塞における高ホモシス
テイン血症

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

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

Negative susceptibility vessel sign：
がん関連脳梗塞の画像診断におけ
る特徴

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

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

壁内血種の経時的な信号変化の違
いによる椎骨動脈解離の臨床的特
徴

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

福永 大幹，藤並 潤
小島 雄太，田中瑛次郎
濱中 正嗣，山田 丈弘
岸谷 融，沼 宗一郎
清水 夢基，村田 翔平
山本 康正，永金 義成

脳小血管病としての白質髄質枝領
域梗塞の臨床的特徴

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

西井 陽亮，尾原 知行
蒔田 直輝，藤並 潤
前園 恵子，田中瑛次郎
水野 敏樹

Focal cerebral arteriopathy による
脳梗塞が疑われた若年男性 2例

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

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

穿通枝領域梗塞患者における進行
性運動麻痺の時期に関する考察

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13

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

心房細動による心原性脳塞栓症の
超急性期再発例の特徴

第 46回日本脳卒中学
会学術集会

福 岡 2021. 3. 11
-13
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山本 康正，永金 義成 ESUS における DWI 高信号のパ
ターンの解析

第 62回日本神経学会
学術大会

京 都 2021. 5. 19
-22

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

穿通枝梗塞患者の長期再発予防に
おける CKD の意義について

第 62回日本神経学会
学術大会

京 都 2021. 5. 19
-22

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

脳卒中センターにおける病前
ADL 自立の脳梗塞患者の住形態
別疫学的特徴

第 62回日本神経学会
学術大会

京 都 2021. 5. 19
-22

武澤 秀理＊，尾原 知行
田中瑛次郎，前園 恵子
藤並 潤，藤井 明弘
山田 丈弘，蒔田 直輝
德田 直輝，永金 義成
濱中 正嗣，牧野 雅弘
今井 啓輔，水野 敏樹

血管内治療を実施した若年性脳梗
塞 16例の検討

第 62回日本神経学会
学術大会

京 都 2021. 5. 19
-22

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

繰り返す一過性脳虚血発作の発作
間隔で推定する塞栓源性疾患

第 40回日本脳神経超
音波学会総会／第 24
回日本栓子検出と治療
学会

Web 2021. 6. 4
-5

阪口 和希，沼 宗一郎
岸谷 融，藤並 潤
德田 直輝，福永 大幹
西井 陽亮，小林 史弥
永金 義成

脳腫瘍と鑑別を要した多発する中
枢神経ゴム腫の 1例

第 119回日本神経学会
近畿地方会

奈 良 2021. 6. 26

沼 宗一郎，内田 和孝
坂井 信幸，山上 宏
森本 剛，吉村 紳一

急性再開通療法における single
pass による再灌流がもたらす影
響について

第 37回日本脳神経血
管内治療学会学術総会

福 岡 2021. 11. 25
-27

阪口 和希，岸谷 融
藤並 潤，德田 直輝
沼 宗一郎，福永 大幹
西井 陽亮，小林 史弥
永金 義成

子宮筋腫による過多月経を背景に
重度慢性貧血の補正によって発症
した posterior reversible encephalo-
pathy syndrome の 1例

第 120回日本神経学会
近畿地方会

大 阪 2021. 12. 11

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

小 児 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

伊藤 陽里＊，長村 敏生
清澤 伸幸

分野別シンポジウム 2「小児救急
重篤疾患登録調査（Japan Registry
System for Children with critical
disease: JRSC）から見えてきたこ
と」小児救急重篤疾患（JRSC）
の登録実施について

第 124回日本小児科学
会学術集会

京 都 2021. 4. 16

山本 英一＊，長村 敏生
清澤 伸幸

分野別シンポジウム 2「小児救急
重篤疾患登録調査（Japan Registry
System for Children with critical
disease: JRSC）から見えてきたこ
と」化膿性髄膜炎のまとめ

第 124回日本小児科学
会学術集会

京 都 2021. 4. 16

学会発表（シンポジウム含） １３９



演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
小山 典久＊，長村 敏生
清澤 伸幸

分野別シンポジウム 2「小児救急
重篤疾患登録調査（Japan Registry
System for Children with critical
disease: JRSC）から見えてきたこ
と」．新たに虐待が疑われた入院
症例のまとめ

第 124回日本小児科学
会学術集会

京 都 2021. 4. 16

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

蝶形骨洞炎に伴う S. anginosus 敗
血症に頸椎硬膜外膿瘍及び脳静脈
洞血栓症を合併した 14歳女児の
1例

第 124回日本小児科学
会学術集会

京 都 2021. 4. 16

齊藤 修＊，板倉 隆太
伊藤 正樹，渕向 透
伊藤 友弥，米倉 竹夫
長村 敏生

東日本大震災小児医療復興新生事
務局事業の現況発災 10年目を迎
えて

第 124回日本小児科学
会学術集会

京 都 2021. 4. 17

松岡 太朗，齋藤多恵子
秋岡 親司，細井 創

下肢痛による歩行障害をきたした
壊血病の 1男児例

第 124回日本小児科学
会学術集会

京 都 2021. 4. 18

西本 草太，小林 奈歩
久米 里佳，野田佳奈子
田宮茉莉子，齋藤多恵子
福原 正太，東道 公人
藤井 法子，大前 禎毅
長村 敏生

発作性上室性頻拍症に心不全を伴
った WPW 症候群の 1乳児例

第 34回日本小児救急
医学会学術集会

奈良・Web 2021. 6. 4
-18

久米 里佳，小林 奈歩
西本 草太，野田佳奈子
田宮茉莉子，齋藤多恵子
福原 正太，東道 公人
藤井 法子，大前 禎毅
長村 敏生

速やかな高次搬送，体外循環管理
で後遺症なく治癒した劇症型心筋
炎の 1例

第 34回日本小児救急
医学会学術集会

奈良・Web 2021. 6. 4
-18

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

急性期に両側眼瞼下垂を合併した
川崎病の一例

第 445回日本小児科学
会京都地方会

京 都 2021. 6. 12

小山 典久＊，長村 敏生
清澤 伸幸

パネルディスカッション 1「地域
密着型家庭内トリアージ推進のた
めの指標について」．保護者の評
価と#8000
－休日急病診療所および病院時間
外外来における#8000の実態－

第 34回日本小児救急
医学会学術集会

奈 良 2021. 6. 19

小山 典久＊，清澤 伸幸
長村 敏生

パネルディスカッション 1「地域
密着型家庭内トリアージ推進のた
めの指標について」．保護者の評
価と#8000
－休日急病診療所および病院時間
外外来における#8000の実態－

第 34回日本小児救急
医学会学術集会

奈 良 2021. 6. 19

加藤 佳美＊，清澤 伸幸
長村 敏生

パネルディスカッション 1「地域
密着型家庭内トリアージ推進のた
めの指標について」．保護者が行
う子どもの評価と救急外来におけ
る看護師トリアージ結果との比較

第 34回日本小児救急
医学会学術集会

奈 良 2021. 6. 19
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演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
齋藤多恵子，清澤 伸幸
長村 敏生

パネルディスカッション 1「地域
密着型家庭内トリアージ推進のた
めの指標について」．救急外来に
おける子どもの全身状態に関する
保護者，看護師による評価と小児
科当直医の評価との比較検証

第 34回日本小児救急
医学会学術集会

奈 良 2021. 6. 19

S. Fukuhara A 14 year old boy with hypergona-
dotropic hypogonadism and severe
obesity

Hennning Andersen
Educational Programme
2021

Web 2021. 6. 25

吉兼由佳子，深澤 隆治
廣野 恵一，高月 晋一
小林 奈歩
今中（吉田）恭子
勝部 康弘

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

第 57回日本小児循環
器学会総会・学術集会

奈良・Web 2021. 7. 9
-11

吉田 健司＊，短田 浩一
西村 陽，長村 敏生
松下 浩子，岡野 創造
丸山 立憲，瑞木 匡
千代延友裕，大前 禎毅
横山 淳史，粟屋 智就
森本 昌史

京都小児てんかんコホート研究
（PECK）2018における抗てんか
ん薬多剤併用療法の検討

第 54回日本てんかん
学会学術集会

名古屋 2021. 9. 23
-25

渡辺鹿乃子，小西 亮
小林 奈歩，生嶋 諒
齋藤多恵子，冨井 敏宏
福原 正太，東道 公人
森岡 茂己，藤井 法子
長村 敏生，松尾 敏

当院で経験した Multisystem In-
flammatory Syndrome in Children
（MIS-C）の 1例

第 446回日本小児科学
会京都地方会

京 都 2021. 12. 4

外 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

氏家 和人，三好 隆行
樋上翔一郎，越智 史明
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

大腸癌術後に乳糜腹水をきたすも
脂肪制限食で治癒した 4例

第 76回日本消化器外
科学会

京 都 2021. 7. 8

樋上翔一郎，越智 史明
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

同時性多発性胃 GIST に対して腹
腔鏡補助下に胃部分切除術を施行
した 1例

第 76回日本消化器外
科学会

京 都 2021. 7. 9

中村 吉隆，樋上翔一郎
越智 史明，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

総胆管原発のいわゆる癌肉腫の 1
例

第 76回日本消化器外
科学会

京 都 2021. 7. 9

伊藤 範朗，樋上翔一郎
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

胃癌穿孔手術症例の臨床病理学的
検討

第 76回日本消化器外
科学会

京 都 2021. 7. 9

北村 学士，中村 吉隆
山口 明浩，岡野 晋治
森村 玲＊，山本 有佑＊

生駒 久視＊，大辻 英吾＊

正中弓状靱帯圧迫による腹腔動脈
起始部狭窄を伴った膵頭部癌に膵
頭十二指腸切除を施行した一例

第 30回消化器疾患病
態治療研究会

Web 2021. 9. 11

学会発表（シンポジウム含） １４１



呼吸器外科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

北岡 秀太，加藤大志朗
石川 成美，小倉 由莉
竹田 隆之

重篤な経過となった術後院内発症
脳血管障害の 2例

第 113回日本肺癌学会
関西支部学術集会

Web 2021. 2. 27

北岡 秀太，加藤大志朗
石原 俊太，石川 成美

若年性気胸手術における術後発熱
の検討

第 38回日本呼吸器外
科学会学術集会

Web 2021. 5. 20

脳神経外科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

上田 廉，小川 隆弘
土井 智行，中正 貴之
永井 利樹，村上 陳訓

頭部外傷後の硬膜下水腫を併発し
た水頭症に対し硬膜下
－腹腔シャントを留置し，硬膜下
水腫改善後にシステムを流用し脳
室－腹腔シャントとすることで水
頭症管理が奏功した一例

第 80回日本脳神経外
科学会近畿支部学術集
会

大阪・Web 2021. 9. 4

中正 貴之，上田 廉
永井 俊樹，小川 隆弘
村上 陳訓

外傷性頸動脈解離に保存加療を行
った 2症例

日本脳神経外科学会
第 80回学術総会

横浜・Web 2021. 10. 27
-30

土井 智行，小川 隆弘
上田 廉，永井 利樹
村上 陳訓

COVID-19流行拡大と慢性硬膜下
血腫の疫学との関係性

第 47回京都医学会 Web 2021. 11. 7

小川 隆弘，澤田 典絵
岩崎 基，
Sanjeev Budhatoki
山地 太樹，島津 太一
成田 善孝，津金昌一郎

体格と脳腫瘍の罹患リスクにおけ
る疫学研究
～多目的コホート研究におけるエ
ビデンス～

第 39回日本脳腫瘍学
会学術集会

兵 庫 2021. 12. 5
-7

整 形 外 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

谷口 大吾，生駒 和也
牧 昌弘，原 佑輔
大橋 鈴世，八田陽一郎

足底腱膜炎に対する治療経験 第 58回日本リハビリ
テーション医学会学術
集会

京都・Web 2021. 6. 10
-13

八田陽一郎，野々村 卓
谷口 大吾，谷口有希子
藤原 浩芳

骨粗鬆症性新鮮椎体骨折に対する
最小侵襲脊椎安定術 抜釘症例の
検討

第 58回日本リハビリ
テーション医学会学術
集会

京都・Web 2021. 6. 10
-13

福井 康人 テーパーウエッジステムから Full
HA compaction stem への期待

第 137回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

Web 2021. 10. 8
-9

喜馬 崇至，木田 圭重
藤原 浩芳，高橋 謙治

4 part 上腕骨近位端骨折にロッキ
ングプレートを用いた 11症例

第 48回日本肩関節学
会

名古屋 2021. 10. 29

皮 膚 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

M. Maeno Skin eruptions on the lower ex-
tremities caused by spinal cord
stimulation

第 120回日本皮膚科学
会総会

横 浜 2021. 6. 10

前野 美里 Analysis of cases which caused al-
lergic reactions during general anes-
thesia in our hospital

第 70 回日本アレル
ギー学会学術大会

横 浜 2021. 10. 9
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泌 尿 器 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

宮下 雅亜，太田 雄基
迫 智之，井上 裕太
邵 仁哲

当院における CRPC 治療 京都ニュベクオ WEB
講演会

京都・Web 2021. 4. 20

宮下 雅亜，友金 眞光
中村 雄一，清水 輝記
藤原 敦子，浮村 理
芦原 英司

スフェア由来の前立腺癌幹細胞に
対する γδT 細胞の抗腫瘍効果

京阪腫瘍セミナー 大 阪 2021. 9. 6

邵 仁哲 前立腺肥大症の手術手技，接触式
レーザー前立腺蒸散術（CVP:
Contact laser Vaporization of the
Prostate を中心に）

Urology Autumn Semi-
nar

京 都 2021. 9. 14

宮下 雅亜 当院における経尿道的前立腺レー
ザー蒸散術（CVP）について

Urology Autumn Semi-
nar

京 都 2021. 9. 14

邵 仁哲 LOH セミナー 4：LOH に関連
する病態「LOH 症候群に関連す
る疾患：骨粗鬆症」

第 21回日本メンズヘ
ルス医学会・第 12回
テストステロン研究会

埼 玉 2021. 9. 19

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 Efficacy of combined
treatment of intramuscular testoster-
one injection and testosterone oint-
ment application for late-onset hy-
pogonadism: an open-labeled, ran-
domized, crossover

第 109回日本泌尿器科
学会総会

横 浜 2021. 12. 7

産 婦 人 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

加藤 聖子，藤田 宏行
栗原 甲妃，秋山 鹿子
衛藤 美穂

子宮転移を契機に発見された虫垂
原発腹膜偽粘液腫の 1例

第 62回日本婦人科腫
瘍学会

仙 台 2021. 1. 29

加藤 聖子，藤田 宏行
栗原 甲妃，秋山 鹿子
衛藤 美穂

稀な傍卵巣境界悪性腫瘍の一例 第 63回日本婦人科腫
瘍学会

大 阪 2021. 7. 16

青木 康太，衛藤 美穂
秋山 鹿子，加藤 聖子
楳村 史織，藤田 宏行

Trousseau 症候群を機に診断に至
った子宮頸部明細胞癌の 1例

京都産科婦人科学会令
和 3年度学術集会

京 都 2021. 10. 16

楳村 史織，加藤 聖子
青木 康太，栗原 甲妃
秋山 鹿子，衛藤 美穂
藤田 宏行

当科での PARP 阻害剤使用症例
の現状

第 145回近畿産科婦人
科学会学術集会

神 戸 2021. 10. 24

眼 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

溝部 惠子 教育セミナー「斜視手術の基本手
技」1．斜視手術「後転法」

第 44回日本眼科手術
学会

京都・Web 2021. 1. 31

Y. Maruyama, H. Yoshikawa,
Y. Ikeda, K. Mori,
K. Yoshii, M. Ueno,
S. Kinoshita, C. Sotozono

The add-on safety and efficacy of
ROCK-inhibitor eye-drop ripasudil
for lowering intraocular pressure in
Japanese glaucoma patients

9th World Glaucoma E-
Congress（WGC）

京都・Web 2021. 6. 30
-7. 3

学会発表（シンポジウム含） １４３



丸山 悠子，池田 陽子
吉井 健悟，森 和彦
上野 盛夫，木下 茂
外園 千恵

ブリンゾラミド，ブリモニジン単
剤併用点眼からブリンゾラミド／
ブリモニジン合剤への切替え効果
の検討

第 32回日本緑内障学
会

京 都 2021. 9. 10

足立 瑛美，福岡 秀記
吉岡 誇，植田 光晴
外園 千恵

MALT リンパ腫との鑑別を要し
た限局性結膜アミロイドーシスの
一例

第 75回日本臨床眼科
学会

福 岡 2021. 10. 28
-31

池田 陽子，森 和彦
上野 盛夫，吉井 健悟
中野 正和，佐藤 隆一
丸山 悠子，大見奈津江
佐藤 史子，外園 千恵
木下 茂

非緑内障患者における眼圧季節変
動の検討

第 75回日本臨床眼科
学会

福 岡 2021. 10. 30

小林 瞳，福岡 秀記
松本佳保里，上田真由美
外園 千恵

質量分析法にて Nocardia veterana
角膜炎と診断された一例

第 75回日本臨床眼科
学会

福 岡 2021. 10. 31

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 誤嚥防止術における臨床倫理的問
題

臨床倫理学会 臨床倫
理月間 WEB 大会

Web 2021. 3. 1
-31

村井 尚子，内田 真哉 当科で施行した嚥下改善型声門下
喉頭閉鎖術症例の検討

第 44回日本嚥下医学
会

Web 2021. 3. 5

内田 真哉，村井 尚子 当科嚥下外来における超高齢患者
の検討

第 44回日本嚥下医学
会

Web 2021. 3. 6

内田 真哉 当科で開発した声門下喉頭閉鎖術
の手術解剖図解

第 5回日本メディカル
イラストレーション学
会

Web 2021. 3. 7

出島 健司 難治性副鼻腔炎の治療戦略として
のデュピクセント長期使用におけ
る有用性評価

第 122回日本耳鼻咽喉
科学会総会・学術集会

京 都 2021. 5. 14

出島 健司，内田 真哉
齋藤 敦史，村上 怜
村井 尚子，竹村優佳子

当科におけるデュピルマブの使用
経験

第 137回日耳鼻京滋合
同地方部会

京 都 2021. 6. 12

出島 健司，内田 真哉
齋藤 敦史，村上 怜
村井 尚子，竹村優佳子

当科における再発した好酸球性副
鼻腔炎重症に対するデュピルマブ
の使用経験

第 83回耳鼻咽喉科臨
床学会

札 幌 2021. 6. 26

内田 真哉，井川 理
石田なおみ，山口真紀子
山下 浩子

エンドオブライフとしての食と栄
養を考える『重症誤嚥患者のエン
ドオブライフにおけるカンファと
外科的治療の役割』

第 36回日本臨床栄養
代謝学会

神 戸 2021. 7. 22

出島 健司 当科におけるデュピクセントⓇの
中長期使用経験

第 60回日本鼻科学会 大 津 2021. 9. 25

村井 尚子，出島 健司 スーパーフィクソーブⓇで整復し
た眼窩底骨折術後に発症した慢性
副鼻腔炎の 1例

第 60回日本鼻科学会 大 津 2021. 9. 25

村井 尚子，内田 真哉
村上 怜，齋藤 敦史

好酸球性中耳炎に対するデュピク
セントの効果

第 31回日本耳科学会 東 京 2021. 10. 14

内田 真哉，村井 尚子
村上 怜，齋藤 敦史

中耳真珠腫の TEES 術後再発例
の検討

第 31回日本耳科学会 東 京 2021. 10. 16

村井 尚子，出島 健司
内田 真哉，齋藤 敦史
村上 怜，竹村優佳子

分子標的薬が導入された好酸球性
中耳炎の経過について

第 47回京都病院学会 京 都 2021. 11. 7
-12. 5

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
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麻 酔 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

田中 遥，三田建一郎
平田 学

術後腹腔内出血に対して行われた
輸血で輸血関連循環過負荷
（ transfusion-assosiated circulatory
overload: TACO）を発症した基礎
疾患のない若年女性の一例

日本麻酔科学会 2021
年度支部学術集会

Web 2021. 9. 4
-10. 4

歯科口腔外科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

加藤 裕大，髙橋 佳也
三上 正樹，山田 聡
西川 正典，猪田 浩理

口腔潰瘍を契機に発見された肺塞
栓症およびプロテイン S 欠乏症
の 1例

第 51回日本口腔外科
学会近畿支部学術集会

Web 2021. 1. 31

髙橋 佳也，山田 聡
加藤 裕大，三上 正樹
西川 正典，猪田 浩理

右側下唇粘膜に近接して 3つ発生
した骨性分離腫の 1例

第 75回日本口腔科学
会学術大会

Web 2021. 5. 12

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
竹村優佳子，村井 尚子
村上 怜，齋藤 敦史
内田 真哉，出島 健司

TEES で行うリティンパⓇによる
鼓膜形成術

第 138回日耳鼻京滋合
同地方部会

京 都 2021. 12. 11

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

三野 大地＊，三浦 寛司
岡本 敏幸，野口 直希
山下 政矩，浅井 俊輔
廣田 達哉，山田 惠

経皮的穿刺吸引にて改善を得た
epidural pneumatic pseudocyst の一
例

第 327回日本医学放射
線学会関西地方会

大 阪 2021. 2. 6

窪田 博亮，山田 幸美
河上 享平，金森千佳子
永野 仁美，松島 成典

左同名半盲で発症した中枢神経ゴ
ム腫の一例

第 327回日本医学放射
線学会関西地方会

大 阪 2021. 2. 6

T. Okamoto*, H. Miura,
T. Hirota, S. Asai,
M. Yamashita, D. Mino,
K. Yamada

The validity of biopsy after pre-
lipiodol marking before renal
cryoablation

第 50回日本 IVR 学会
総会

Web 2021. 5. 20

T. Yokota, M. Yamashita,
H. Miura, T. Hirota,
K. Yamada, T. Fukunaga,
H. Takamatsu, T. Yamagami

Simulation of temperature distribu-
tion in different crossing cryoprobe
positions by phantom freezing ex-
periment

第 50回日本 IVR 学会
総会

Web 2021. 5. 20

西村 岳，渡邊 翔
瀬理 祥，長澤 慎介
清水 大介，木元 拓也
相部 則博，鈴木 弦
山田 惠，山崎 秀哉

当院における脊髄転移の治療成績 第 26回日本緩和医療
学会学術大会

横 浜 2021. 6. 18

三浦 寛司 凍結療法 第 57回日本医学放射
線学会秋季臨床大会

大 阪 2021. 9

山田 幸美，高畑 暁子
安村 俊宣，河上 享平
金森千佳子，永野 仁美
三浦 寛司，松島 成典
青山 幸平，片岡 恒
長峯 理子，山田 惠

筋層内腫瘤を形成した sarcoma-
tous overgrowth を伴う子宮腺肉腫
の 2例：画像と病理像の検討

第 22回 JSAWIシンポ
ジウム

淡 路 2021. 9. 3

学会発表（シンポジウム含） １４５



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 膵神経内分泌腫瘍（neuroendo-
crine neoplasms）の診断における
細胞診の役割 膵 NEN の病理
（WHO 分類）

第 60回日本臨床細胞
学会秋期大会

米子・Web 2021. 11. 21

救 急 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

藤原 岳＊，岡田 遥平
石井 亘，飯塚 亮二
村上 守，榊原 毅彦
山木 垂水，橋本 直哉

頭蓋骨骨折は重症頭部外傷におい
て院内死亡と独立して関連する

第 26回日本脳神経外
科救急学会

Web 2021. 2. 5
-6

岡田 麻美，岡田 遥平
神鳥 研二，中村 嘉
三田建一郎，成宮 博理
石井 亘，飯塚 亮二

当院における緊急時の外科的気道
確保症例の特徴

第 48回日本集中治療
医学会学術集会

Web 2021. 2. 12
-14

神鳥 研二，岡田 遥平
岡田 麻美，三田建一郎
石井 亘，成宮 博理
飯塚 亮二

COVID-19 pandemic における面
会制限と救急入院患者のせん妄発
症との関連：単施設過去起点観察
研究

第 48回日本集中治療
医学会学術集会

Web 2021. 2. 12
-14

藤原 岳＊，岡田 遥平
榊原 毅彦，山木 垂水
橋本 直哉

重症頭部外傷において来院時 D-
dimer 値は長期神経学的予後と関
連する

第 44回日本脳神経外
傷学会

Web 2021. 2. 26
-27

神鳥 研二，石井 亘
飯塚 亮二

Acute Care Surgery 修練における
不安と課題

第 12回日本 Acute
Care Surgery 学会学術
集会

Web 2021. 4. 22
-23

石井 亘，西田真衣子
吉田 哲朗，飯塚 亮二

乳癌周術期低圧持続吸引ドレーン
抜去後に胸壁より動脈出血をきた
した 1例

第 29回日本乳癌学会
学術総会

横浜・Web 2021. 7. 1
-3

石井 亘 コントロールセンター及び救命救
急センターの実情
～重症患者急送の背景～

第 44回日本バイオレ
オロジー学会年会

Web 2021. 7. 8

石井 亘 日本外傷データバンク（JTBD）
の利用の現状と今度の展開

第 57回日本交通科学
学会学術講演会

Web 2021. 10. 1
-2

三浦 寛司 イブニングセミナー；Cryoabla-
tion 導入による効果

第 47回日本低温医学
会総会・第 21回
RFA・凍結療法研究会

淡 路 2021. 10. 29

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

腫 瘍 内 科
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

小野 寿子，西田真衣子 HBOC に関する遺伝カウンセリ
ング受診後の検討（ポスター発表）

第 27回日本遺伝性腫
瘍学会学術集会

Web 2021. 6. 18
-19

西田真衣子，小野 寿子 潜在性乳癌を契機に診断した遺伝
性乳癌卵巣癌症例の一例（ポス
ター発表）

第 27回日本遺伝性腫
瘍学会学術集会

Web 2021. 6. 18
-19

小野 寿子 Investigation for the enhancement of
PARP inhibitor sesitivity through
chemical biology approaches.（ポス
ター発表 優秀ポスター賞受賞）

第 29回日本乳癌学会
学術集会

横浜・Web 2021. 7. 1
-3
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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

京都市における対策型胃内視鏡検
診のピロリ菌感染診断の意義と目
的

第 60回日本消化器が
ん検診学会総会

東京・Web 2021. 6. 5

釜口 麻衣，雨宮 可奈
井上 衛，西大路賢一
中川 陽子，山本 岳人
北岡 慶子，寺口 洋子

精密検査受診率向上を目的とした
5大がんに対する受診勧奨の取り
組み

第 62回日本人間ドッ
ク学会学術大会

東京・Web 2021. 9. 10

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

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，眞釼 彩子
江島 智彦，德永 瑛子
丸濵 暢子，柿原 直樹
友金 幹視

フェンタニル口腔内崩壊錠 使用
実績からみる有効活用への課題

第 42回日本病院薬剤
師会近畿学術大会

大阪・Web 2021. 1. 30

加藤 良隆，土下 喜正
岩根 裕紀，深津 祥央
三浦 誠，友沢 明徳
四方 敬介

京都府におけるフォローアップ
シートを利用した外来患者の継続
介入への取り組み

第 42回日本病院薬剤
師会近畿学術大会

大阪・Web 2021. 1. 30

成宮 博理 CRRT trauma/Dialytrauma 第 32回第 33回日本急
性血液浄化学会学術集
会

さいたま・
Web

2021. 10. 2
-3

笹松 信吾，石井 亘
飯塚 亮二

体外式腹部超音波消化管検査にお
ける直腸癌の描出力についての検
討

第 76回日本大腸肛門
病学会学術集会

広島・Web 2021. 11. 12
-13

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

小児院外心停止患者の来院時血液
ガス分析の pH 値と予後と関連に
ついての研究

第 49回日本救急医学
会総会・学術集会

仙 台 2021. 11. 21
-23

石井 亘，宮国道太郎
神鳥 研二，大岩 祐介
榊原 謙，飯塚 亮二

当院での体幹部外傷における治療
戦略の共有について
～若手救急医の育成～

第 49回日本救急医学
会総会・学術集会

仙 台 2021. 11. 21
-23

首藤 瑠里，大岩 祐介
石井 亘，神鳥 研二
宮国道太郎，中村 嘉
榊原 謙，飯塚 亮二

当院における内因性疾患に対する
Damage Control Surgery の適応に
ついて

第 49回日本救急医学
会総会・学術集会

仙 台 2021. 11. 21
-23

神鳥 研二，岡田 遥平
岡田 麻美，石井 亘
成宮 博理，飯塚 亮二

COVID-19感染対策のための改訂
院外心停止患者蘇生プロトコルの
評価：単施設過去起点コホート研
究

第 49回日本救急医学
会総会・学術集会

仙 台 2021. 11. 21
-23

笹松 信吾，石井 亘
木下 博之，井上 政昭
飯塚 亮二

超音波検査で診断しえた子宮およ
び卵巣を内容物とする外鼠径ヘル
ニア嵌頓の 1例

第 49回日本救急医学
会総会・学術集会

仙 台 2021. 11. 21
-23

北村 学士，岡田 麻美
首藤 瑠里，神鳥 研二
石井 亘，成宮 博理
飯塚 亮二

イレウス管を用いて経肛門的に摘
出した S 状結腸内巨大異物の一
例

第 49回日本救急医学
会総会・学術集会

仙 台 2021. 11. 21
-23

岡田 遥平，北村 哲久
西村 哲郎，石見 拓

VF を伴う院外心停止患者の潜在
クラス分析を用いた Subpheno-
type の同定

第 49回日本救急医学
会総会・学術集会

仙 台 2021. 11. 21
-23
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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 RCPC 症例 1（解説） 第 1回京都医学検査学
会

京 都 2021. 2. 23

木下 博之 超音波検査が診断に有用であった
病原性大腸菌の一例

第 1回京都医学検査学
会

京 都 2021. 2. 23

木下 博之 リニア探触子での描出に苦慮した
仮性浅側頭動脈瘤の一例

第 46回日本超音波検
査学会学術集会

Web 2021. 5. 7
-9

田辺 祐也 シンポジウムⅣ臨床血液部門
新人技師や初心者への教育につい
て考える
～教えるべきポイント，学ぶべき
ポイント～
末梢血一般検査，末梢血液像

第 60回日本臨床衛生
検査技師会
近畿支部医学検査学会

Web 2021. 11. 27
-12. 10

中西 裕明，友金 幹視 早期に災害モードに切り替えて新
型コロナウイルス感染症
（COVID-19）に対応した薬剤部の
成果と課題

第 26回日本災害医学
会総会・学術集会

Web 2021. 3. 15

岡橋 孝侍 連携の実践に向けて備えよう！
～Information Technology を業務
に活かすための Hint & Method～

第 14回日本在宅薬学
会学術大会

金沢・Web 2021. 7. 24

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単独療法の治療継続に影響を
及ぼす因子の検討

第 31回日本医療薬学
会年会

Web 2021. 10. 9
-10

江島 智彦，松本 有咲
古池 志織，加藤 良隆
大坪 達弥，野口 裕介
神田英一郎，岡橋 孝侍
藤田 敦夫，谷 望未
竹田 隆之，友金 幹視

食道狭窄を有する肺がん患者に対
して簡易懸濁法を用いてオシメル
チニブを投与した一症例

第 31回日本医療薬学
会年会

Web 2021. 10. 9
-10

岡橋 孝侍 つなげるから つながるへ
～電子添付文書とバーコード～

第 31回日本医療薬学
会年会

Web 2021. 10. 10

福田 喬士 病院と保険薬局の連携による継続
フォローアップの取り組み
～ビスホスホネート編～

第 24回近畿薬剤師学
術大会

Web 2021. 10. 31

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

臨床工学課
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

臼杵 大介 VH IVUS を用いた腸骨動脈領域
における最小血管内腔組織の検討

JET 2021 大阪・Web 2021. 4. 30
-5. 2

臼杵 大介 当院 EVT 立ち上げから現在に至
るまでの関わり

第 71回日本病院学会 沖 縄 2021. 6. 10

小森 直美 完全左脚ブロックを呈した CRT-
P 植込み患者の遠隔モニタリング
アラートにより早期介入できた左
心室ペーシング不全の 1症例

第 67回日本不整脈心
電学会学術大会

Web 2021. 7. 1
-4

臼杵 大介 機能的冠動脈狭窄における最大充
血から安静時までの冠内圧回復時
間の検討

第 56回京都病院学会 Web 2021. 10. 24
-11. 28
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看 護 部
演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

植岡 敬紹 自傷患者に対する救急看護師の継
続的支援に関する看護実践と認識
の実態

第 23回日本救急看護
学会

Web 2021. 10. 1

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日
田中 聖人 医用画像における AI の現状 2020年度医用画像情

報の管理・運用におけ
る実務者向けセミナー

Web 2021. 1. 16

田中 聖人 医療情報学会 共同企画 4：AI
を用いた画像解析および画像診断
－医療画像関連 6学会による
AMED 事業の成果と課題－
内視鏡統合データベースと連携す
る内視鏡診療領域における AI
プロトタイプ開発と実装に向けた
ICT 基盤整備

第 41回医療情報学連
合大会

名古屋 2021. 11. 19

田中 聖人 内視鏡統合データベースと連携す
る内視鏡診療領域における AI プ
ロトタイプ開発と実装に向けた
ICT 基盤整備

第 2回眼科 AI 学会 Web 2021. 11. 21

田中 聖人 教育セミナー 1
医療 DX（Digital Transformation）
によって変わるチーム医療

第 16回医療の質・安
全学会学術集会

Web 2021. 11. 27

田中 聖人 医療 DX（Digital Transformation）
によって変わるチーム医療

第 16回医療の質・安
全学会学術集会

Web 2021. 11. 27
-28

医療情報室

副島 和美 看護師間での看護技術伝達におけ
るマインドマップR の有用性
～新人看護師が NB 看護技術を
実践するための活用～

第 22回日本赤十字看
護学会学術集会

Web 2021. 7. 3

演 者 名 演 題 名 発表学会名 場 所 発表年月日

看 護 学 校

学会発表（シンポジウム含） １４９



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 の治療戦略国内に
おけるアイクルシグの現状
How to use ICLUSIG for Ph＋Leu-
kemia

The 3rd Generation TKI
Meeting

京都・Web 2021. 2. 20

魚嶋 伸彦 血液疾患の病態・治療の理解と看
護師の役割・悪性リンパ腫・多発
性骨髄腫編

日総研セミナー 大 阪 2021. 3. 21

魚嶋 伸彦 濾胞性リンパ腫 Grade3a の治療
戦略を考える

SymBio Hematological
WEB Seminar

京都・Web 2021. 3. 23

魚嶋 伸彦 当院における再発濾胞性リンパ腫
治療の現状

BMS Hematological
Web Seminar in Kyoto
2021

京都・Web 2021. 4. 23

宮下 明大 生きた免疫細胞でがんと闘う
～CAR-T 療法の現状と今後の展
望 CAR-T 関連

第 25回 Project ECHO
ONE Clinic

東京・Web 2021. 6. 20

隄 康彦 高齢者 AML 移植後再発と難治性
AML 髄外病変に Venetoclax を使
用した 2経験

Leukemia Web Confer-
ence～KYOTO～

京都・Web 2021. 7. 7

魚嶋 伸彦 強力な化学療法非適応の急性骨髄
性白血病の治療戦略

KPUM AML Forum
2021

京都・Web 2021. 7. 21

魚嶋 伸彦 濾胞性リンパ腫治療の進展 Blood Medicine Sym-
posiu in Keiji & Ho-
kuriku

京都・Web 2021. 7. 31

山口 順子 免疫抑制療法およびエルトロンボ
パグが奏効した胸腺腫合併再生不
良性貧血の一例

骨髄不全症 WEB セミ
ナー

京都・Web 2021. 8. 26

魚嶋 伸彦 CML 治療における ponatinib の役
割

Otsuka Hematology
Web Seminar

東京・Web 2021. 9. 13

魚嶋 伸彦 B 細胞リンパ腫に対する BG 療
法・Pola-BR 療法の有効性と安全
性

TAMA Lymphoma
safety Seminar

多摩・Web 2021. 9. 13

小森友紀子 ブレンツキシマブベドチン維持療
法にて長期寛解を維持している再
発 NK/T 細胞リンパ腫，鼻型の使
用経験について

Takada Hematology
WEB conference 2

京都・Web 2021. 10. 21

魚嶋 伸彦 強力な化学療法非適応の急性骨髄
性白血病の治療戦略

Round meeting of he-
matology in Toyono

大阪・Web 2021. 10. 29

魚嶋 伸彦 高齢者急性骨髄性白血病の治療戦
略を考える

大阪 MDS 治療塾 大阪・Web 2021. 11. 11

佐々木奈々 Ph 陽性 ALL の治療戦略 Kyoto Hematology
Seminar 2021

京都・Web 2021. 11. 19

魚嶋 伸彦 VEN＋AZA 併用療法は，いつま
で継続すべきか？

Vidaza web Conference
－Acute Myeloid Leu-
kemia－

京都・Web 2021. 12. 16
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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 血糖コントロール不良で長年経過
していたが，コロナ禍を契機に改
善した 2型糖尿病／薬物療法を強
化しても長年血糖コントロール困
難な症例への取り組み

第 13回釜座 DM カン
ファレンス

Web 2021. 3. 6

塩津 弥生 男性医師にも知ってほしい
～女性医師のキャリアと働き方～

若手のキャリアアップ
セミナー

京 都 2021. 3. 19

茎田 祐司 当院における関節リウマチ診療の
現状

京都リンヴォック 1周
年記念 WEB セミナー

Web 2021. 4. 16

長谷川剛二 ブタ，ウシインスリンから IDegLira
へ
～2型糖尿病のインスリン治療を
考える～

インスリン発見 100周
年 Web 講演会

Web 2021. 6. 17

茎田 祐司 心臓・血管病変を呈する膠原病 肺高血圧症連携の会 Web 2021. 6. 24

茎田 祐司 最新の関節リウマチ薬物治療 RA Cross Meeting Web 2021. 7. 15

茎田 祐司 MRI を用いた関節リウマチ診療 リウマチ性疾患 WEB
講演会

Web 2021. 7. 29

塩津 弥生 CKD 診療のコツ 基本から学ぶ Meet the
Expert

京 都 2021. 8. 20

長谷川剛二 当院の病診連携を振り返り，これ
からの課題を考える

西陣糖尿病病診連携意
見交換会

京都・Web 2021. 9. 4

茎田 祐司 CTD-PAH の治療介入基準 膠原病と肺循環を考え
る Workshop in Kyoto

Web 2021. 9. 10

長谷川剛二 経口血糖降下薬の選択：スルホニ
ル尿素（SU）薬の使いどころ
～SGLT2阻害薬の最新情報を含
めて～

第 14回釜座 DM カン
ファレンス

Web 2021. 9. 18

長谷川剛二 共催セミナー 2．DPP-4阻害薬を
見直して，これからの糖尿病治療
を考える

第 58回日本糖尿病学
会近畿地方会

京 都 2021. 10. 30

吉岡 聖将 TNF 阻害薬の関与が疑われた
NPSLE の一例

第 41回京都リウマチ・
膠原病研究会

京 都 2021. 11. 19

長谷川剛二 腎機能障害を伴う血糖コントロー
ル困難な高齢 2型糖尿病．血糖コ
ントロール目標を考える

第 8回釜座腎臓と糖尿
病を考える会

Web 2021. 11. 20

塩津 弥生 腎性貧血の治療と病診連携 京都 Renal Academic
Meeting

京 都 2021. 12. 2

茎田 祐司 進化を続けるリウマチ膠原病治療 RA Cross Meeting Web 2021. 12. 3

茎田 祐司 間質性肺炎と膠原病の切っても切
れない関係

CTD-ILD Web Acad-
emy

Web 2021. 12. 7

長谷川剛二 共催セミナー 1．持効型インスリ
ン／GLP-1受容体作動薬配合注を
用いた糖尿病治療戦略

第 19回日本機能性食
品医用学会総会

Web 2021. 12. 11

研究会・講演等 １５１



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

Forxiga Online Sympo-
sium in Kyoto

Web 2021. 1. 13

椿本 恵則 BTK インターベンションのリア
ルな話
～PAD 患者における至適抗血栓
療法も再考する～

循環器疾患スキルアッ
プ WEB セミナー

Web 2021. 1. 19

椿本 恵則 俺の BTK ワイヤリング～アルゴ
リズムで考える BTK 治療～

e-casebook オンライン
座談会

Web 2021. 1. 20

椿本 恵則 Why Do I use DCB for SFA－Lu-
tonix ユーザーの立場から－

FACT FULLNESS evi-
dence based SFA treat-
ment

Web 2021. 1. 26

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

椿本 恵則，池下 祐樹
小澤 孝明，谷 遼太郎
白神 彬子，伏村 洋平
佐分利 誠，笠原 武
入江 大介

内側足底動脈から第一中足骨動脈
を介した TCA により血行再建を
行った CLTI の 1例

第 63回京滋奈良研究
会

Web 2021. 2. 6

坂谷 知彦 冠血流予備能が著明に改善した頻
拍誘発性心不全患者の一例

Kyoto Cardiovascular
Imaging Conference
2021

Web 2021. 2. 12

井上 啓司 シン・AF Care 2021～進化し続け
る心房細動診療～

第 42回釜座循環器懇
話会

Web 2021. 2. 18

井上 啓司 心房細動治療 2021～降圧と抗血
栓の Brand-new Stage～

第 288回与謝医師会学
術研修会

Web 2021. 2. 18

井上 啓司 Road to AF Best Care～血栓予
防・血圧管理の大切さ～

血栓治療 Up to Date Web 2021. 2. 20

井上 啓司 AF Best Care 2021～臨床イナーシ
ャの克服を目指して～

古都ハートセミナー Web 2021. 2. 27

椿本 恵則 DCB の Efficacy と Versatility CVIT TV Web 2021. 3. 5

井上 啓司 糖尿病×心不全交差点～あしたは
どっちだ？～

第 22回右京コミュニ
ティーカンファレンス

Web 2021. 3. 6

椿本 恵則 Current Status of Iliac intervention
including radial approach

1st Kyoto Vascular Dis-
covery LIVE

Web 2021. 3. 6

坂谷 知彦 ペースメーカーチェックで発見さ
れる無症候性心房細動

心房細動週間 脈の日
記念講演会

Web 2021. 3. 8

椿本 恵則 Coronaryと Peripheral から HBRを
再考する

心房細動週間 脈の日
記念講演会

Web 2021. 3. 11

椿本 恵則 SFA デバイス“戦国時代”にお
けるファイナライズデバイスの至
適選択

BD EVT Webinar Web 2021. 3. 18

井上 啓司 循環器診療における MR 遮断の
意義～臨床イナーシャ克服の第一
歩～

ケアネット高血圧 web
セミナー

Web 2021. 3. 19

椿本 恵則 当院での DET の成績と DES /
DCB それぞれの役割

Boston Scientific Webi-
nar, Role of Drug
Eluting Technologies
（DET）in My Hospital

Web 2021. 4. 2
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演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
椿本 恵則 SFA デバイス 戦国時代におけ

るファイナライズデバイスの至適
選択

近畿心血管治療ジョイ
ントライブ（KCJL）
2021

Web 2021. 4. 10

井上 啓司 今，心不全患者さんに出来る事
～We’ll Find the Way～

三地区合同学術講演会 Web 2021. 4. 15

井上 啓司 Ask What You Can Do for Your
Patients
～ARNI にできることはまだある
かい？～

Heart Failure Web
Seminar

Web 2021. 4. 22

椿本 恵則 Lutonix 14RX の活かし方を考え
る

Lutonix Users Meeting Web 2021. 4. 26

井上 啓司 使用経験から学ぶ～エンレストの
入院導入について～

日本における心不全治
療の新たな展開～Be-
fore ARNI v.s. With
ARNI～

Web 2021. 6. 3

椿本 恵則 エビデンスとビデオライブから考
える

Cook WEB Workshop
for BTK

Web 2021. 6. 3

井上 啓司 ARNI が導く新しい心不全診療と
は？
～不整脈専門医の視点から～

不整脈と心不全を考え
る～心不全パンデミッ
クに備える～

Web 2021. 6. 16

井上 啓司 Crossroads of HF Care
～本当に必要な薬を考える～

舞鶴医師会学術講演会
日本医学生涯教育講座

Web 2021. 6. 17

井上 啓司 心不全患者さんの Patient Journey
を考える
～ARNI が切り拓くフロンティア
～

NAGAHAMA Heart
Failure Seminar

Web 2021. 6. 19

Y. Tsubakimoto A Case of severe calcified RCA-
CTO recanalized by using IVUS-
guided ADR technique

The 21th Seminar of
Angioplasty of Chronic
Total Occlusions（CTO
Club 2021）

Web 2021. 6. 21

椿本 恵則 IVUS, EVT での有用性 京滋 AnteOwl Seminar Web 2021. 7. 1

椿本 恵則 Philips IVUS という選択肢 Philips Live! Peripheral
Image Guided Therapy

Web 2021. 7. 5

Y. Tsubakimoto Procedural Technique for DCB us-
ing IVUS

BD ADVANCE DCB
Webinar

Web 2021. 7. 6

井上 啓司 シン・心不全診療～ARNI が切り
拓く未来～

能登北部医師会学術講
演会

Web 2021. 7. 14

Y. Tsubakimoto A Case of OCT-guided PCI using
Multiple Atherectomy Devices

Indo Japan OCT Club Web 2021. 7. 15

井上 啓司 心腎連関から考える包括的診療
～How to Treat Anemia, AF and
more…～

循環器疾患に関わる地
域医療連携の会

Web 2021. 7. 15

椿本 恵則 石灰化治療戦略 第 2回石の会 Web 2021. 7. 20

椿本 恵則 FP 治療を改めて考える 九州若手症例検討会 Web 2021. 7. 29

椿本 恵則 IVUS-Guided Wiring Improves the
Clinical Outcomes of Angioplasty
for Long Femoropopliteal CTO
Compared with the Conventional
Intraluminal Approach

BD EVT Educational
Webinar

Web 2021. 8. 4

椿本 恵則 Lutonix ってぶっちゃけどうな
の！？

Lutonix Users Meeting Web 2021. 8. 6

Y. Tsubakimoto HBR/ShortDAPT Safety
－Insights from Japanede Evidence
－

Abbott APAC Channel Web 2021. 8. 7

研究会・講演等 １５３



演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
Y. Tsubakimoto A Case from tandem lesion from

the LMT to the LAD due to Calci-
fied Nodule

Vietnam-Japan Com-
plex PCI Summit

Web 2021. 8. 17

椿本 恵則 大腿膝窩領域に対する EVT の現
状

第 43回釜座循環器懇
話会プログラム

Web 2021. 8. 19

椿本 恵則 A Case of LAD stenosis due to
Multiple Calcified Nodule

39th Abbott Forum Web 2021. 8. 26

椿本 恵則 Pave and Crack を施行した高度石
灰化を伴う膝窩動脈 CTO の 1例

第 64回京滋奈良研究
会

Web 2021. 8. 28

椿本 恵則 3枝病変を合併した重症 AS によ
る心不全の 1例

第二回京都市北西部循
環器カンファレンス

京 都 2021. 9. 16

Y. Tsubakimoto Japanese Style of Peripheral CTO
Strategy

AIC EVT Webinar Web 2021. 9. 29

井上 啓司 How to Care High-risk & Elder AF
Patients?
～見えてきた新たなる切り札～

世界ハートの日 Web
Seminar

Web 2021. 9. 29

井上 啓司 より安全な抗凝固療法・抗血小板
療法を目指して

Kyoto Two Way Forum Web 2021. 9. 30

椿本 恵則 How to get the better outcome of
DCB

The 16th Seminar of
Peripheral for CTO
Cardiologists レクチ
ャー 2

京 都 2021. 10. 2

井上 啓司 シン・心不全×高血圧診療
～さようなら臨床イナーシャ～

第 168回北丹医師会学
術講演会

Web 2021. 11. 9

井上 啓司 心不全治療交差点
～Go Forward with Forxiga～

Heart Failure & Diabe-
tes Area Meeting

Web 2021. 11. 11

井上 啓司 シン・高血圧診療
～さようなら臨床イナーシャ～

乙訓医学会学術講演会 Web 2021. 11. 13

井上 啓司 シン・心不全×高血圧診療
～さようなら臨床イナーシャ～

羽昨循環器フォーラム
会

Web 2021. 11. 16

椿本 恵則 How to get the better outcome of
DCB

EVT Webinar Web 2021. 11. 18

井上 啓司 高血圧×心不全診療の交差点
～どうする？臨床イナーシャ～

京都内科医会定例学術
講演会

Web 2021. 11. 20

井上 啓司 シン・心不全×高血圧診療
～さようなら臨床イナーシャ～

大津市北部心不全連携
の会

大 津 2021. 11. 25

椿本 恵則 なぜ今 FFR/DFR が必要なのか‼
より簡単に‼ より正確に‼

Physiology Special Pro-
gram for Co-medical

Web 2021. 11. 25

井上 啓司 どうする？CRA 症候群
～循環器医が Do する処方箋～

京都 Cardio Renal Aca-
demic Meeting

Web 2021. 12. 2

椿本 恵則 当院での UltreonTM 使用経験 舞鶴共済病院 Work-
shop

Web 2021. 12. 2

椿本 恵則 W-BADFORM が有用であったワ
イヤ通過困難 CLTI 症例

NEXT× ASAHI Col-
laboration Seminar

Web 2021. 12. 3

井上 啓司 循環器×糖尿病診療の覚醒
～自分と未来は変えられる～

DM & HF Web Confer-
ence

Web 2021. 12. 8

井上 啓司 心不全治療交差点
～Go Forward with Forxiga～

フォシーガ Online
Symposium

Web 2021. 12. 14

椿本 恵則 石灰化治療戦略 Expert Conference GK
Summit

京 都 2021. 12. 16
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呼吸器内科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

竹田 隆之 呼吸器疾患の医療連携 呼吸器疾患検討会 京 都 2021. 1. 21

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

北河内感染症フォーラ
ム

大 阪 2021. 2. 26

竹田 隆之 難治性喘息の病態と課題 京都 Severe Asthma
Web Seminar
～重症喘息の病態と臨
床実態を探る～

京 都 2021. 3. 2

竹田 隆之 がん薬物療法中の薬剤性肺障害と
周辺疾患

消化器がんの支持療法
を考える会

京 都 2021. 3. 4

竹田 隆之 喘息における吸入薬の進歩と課題 京都洛中喘息懇話会 京 都 2021. 4. 8

竹田 隆之 非小細胞肺癌の標準治療と課題 肺癌の Clinical Ques-
tion を考える会

京 都 2021. 5. 26

竹田 隆之 息切れから診る呼吸器疾患
～間質性肺疾患・COPD など～

第 2回 Non-
Communicable Diseases
Conference in Kyoto

京 都 2021. 7. 8

竹田 隆之 喘息の吸入療法におけるデバイス
選択
～ブリーズヘラーの位置付け～

エナジアⓇ発売一周年
記念講演会

京 都 2021. 9. 2

中野 貴之，竹田 隆之
片岡 伸貴，國松 勇介
堤 玲，谷村 真依
谷村 恵子

Afatinib 投与中に低カリウム性ミ
オパチーを来した症例

第 27 回 Kyoto Chest
Club

京 都 2021. 9. 4

竹田 隆之 薬剤性肺障害の診療における注意
点

エンハーツ Web Semi-
nar

京 都 2021. 9. 7

竹田 隆之 IV 期非小細胞肺癌に対する薬物
療法の変遷

京都府 肺がんチーム
医療ワークショップ

京 都 2021. 9. 18

竹田 隆之 喘息における吸入薬の進化と作用
機序

GSK 喘息 Web 講演会 京 都 2021. 9. 21

國松 勇介 当院の気管支鏡検査について オンラインで読み解く
肺癌気管支鏡セミナー

京 都 2021. 10. 14

谷村 恵子 同時化学放射線療法後の Dur-
valumab 療法における治療効果予
測因子の多施設共同後方視的検討

Immuno Oncology Fo-
rum

京 都 2021. 11. 12

竹田 隆之 重症喘息のマネジメント GSK Severe Asthma
Forum

京 都 2021. 12. 1

河村 卓二 CFP, CSP, EMR, UEMR の使い分
けとその実際

第 49回日本消化器内
視鏡学会重点卒後セミ
ナー

東 京 2021. 4. 4

T. Kawamura Case presentation ANBIIG Clinical Case
Marathon 2021

Hong Kong・
Web

2021. 8. 13

萬代晃一朗 胆膵疾患に対する最近の内視鏡 釜座消化器 web 懇話
会

Web 2021. 8. 26

萬代晃一朗 胆膵 EUS
～観察のコツと最近の治療～

第 5回京都次世代内視
鏡研究会

Web 2021. 9. 10

T. Kawamura Current Status of Colorectal EMR
and CSP in Japan

International Educa-
tional Endoscopic
Video Forum

Moscow・
Web

2021. 11. 5

消化器内科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
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藤並 潤，濱中 正嗣
山田 丈弘，岸谷 融
沼 宗一郎，福永 大幹
清水 夢基，村田 翔平
村上 陳訓，永金 義成

膠芽腫手術 10ヶ月後に脳梗塞を
発症した一例

第 2回 KPUM Neurol-
ogy Conference

京 都 2021. 1. 23

山田 丈弘，沼 宗一郎
濱中 正嗣，小川 隆弘
永井 利樹，中正 貴之
上田 廉，岸谷 融
藤並 潤，福永 大幹
清水 夢基，村田 翔平
村上 陳訓，永金 義成

末梢動脈閉塞に対し，4MAXTM・
3MAXTM での再開通を得た症例

Kyoto（online）Penum-
bra AIS Seminar

Web 2021. 3. 27

德田 直輝 京都第二赤十字病院の取り組み・
課題

SDN 研究会 Web 2021. 6. 23

德田 直輝，沼 宗一郎
岸谷 融，藤並 潤
福永 大幹，西井 陽亮
小林 史弥，阪口 和希
永金 義成

Tandem 閉塞に対する Coaxial
angioplasty-thrombectomy の一例

第 60回近畿脳神経血
管内手術法ワークショ
ップ

和歌山・Web 2021. 7. 17

西井 陽亮 左内包後脚病変による右片麻痺の
1例

第 1回脳卒中症例検討
会

Web 2021. 9. 18

小林 史弥 生物学的製剤使用後に発症した
neuropsychiatric SLE の一例

神経筋免疫疾患講演会 Web 2021. 10. 20

永金 義成 京都府の脳卒中医療の現状と課題 ストップ！NO 卒中
エリア Web 講演会
2021 in Kyoto

Web 2021. 11. 6

藤並 潤 担がん患者の脳梗塞：病態機序と
治療

第 5回広小路脳卒中
Meeting

Web 2021. 12. 3

德田 直輝 ICA 解離に合併した M2閉塞に
対する ENER の一例

第 11回 Keihan Young
ENER Conference

Web 2021. 12. 17

演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

脳神経内科

河村 卓二 大腸腫瘍内視鏡診療の基本から最
先端まで

第 41回日本消化器内
視鏡学会近畿セミナー

京 都 2021. 11. 28

演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

小 児 科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

藤井 法子 乳幼児の病気について 令和 3年度子育てを学
び楽しむ「こどもみら
いすくすく教室」特別
講演

京 都 2021. 10. 18

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 24回自転車＆チャ
イルドシート使用講習
会特別講演

京 都 2021. 10. 26

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 64回お子さんの応
急手当（心肺蘇生法）
講習会特別講演

京 都 2021. 11. 30
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前林 佳朗 不安と抑うつ症状 SSRI と抗不安
薬を中心に

Mental Care Web Semi-
nar

京 都 2021. 6. 4

前林 佳朗 コロナ禍における京都第二赤十字
病院の現況

第 21回全国赤十字精
神科連絡協議会総会

Web 2021. 6. 19

演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

こころの医療科

水谷 融 S 状結腸癌 ビデオクリニック 第 12回 KPUM ビデオ
クリニック

京 都 2021. 11. 27

演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

外 科

脳神経外科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

村上 陳訓 高齢者の慢性硬膜下血腫の特徴 Think FAST Web 講演
会

Web 2021. 8. 26

皮 膚 科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

池田 佳弘 最近経験した症例について 皮膚科診療と医療連携
～Meet the Expert～

京 都 2021. 3. 11

産 婦 人 科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

谷 顕裕，加藤 聖子
秋山 鹿子，衛藤 美穂
藤田 宏行

TC＋Bev 療法で著効を認めた腹
膜原発を伴うⅣB 期若年子宮頚癌
の 1例

第 34回 KFG 研究会 京 都 2021. 2. 27

加藤 聖子，衛藤 美穂
青木 康太，吉田 甲妃
秋山 鹿子，楳村 史織
藤田 宏行

当院における TLH 後の腹腔内感
染症例についての検討

第 13回京都婦人科鏡
視下手術研究会

京 都 2021. 12. 4

楳村 史織 AXL 高発現 KRAS 変異卵巣癌細
胞に対する RAF/MEK 阻害剤と
AXL 阻害剤の併用による相乗的
高腫瘍効果

第 29回鴨和腫瘍カン
ファレンス

京 都 2021. 12. 5

眼 科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

丸山 悠子 緑内障配合点眼薬の使い方を考え
る

Otsuka Web Seminar
from Kyoto

京 都 2021. 12. 2

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

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－

アレルギー疾患エキス
パートセミナー

静 岡 2021. 1. 14

出島 健司 新時代におけるアレルギー性鼻炎
治療の実地臨床

相楽・綴喜医師会学術
講演会

京 都 2021. 1. 16

出島 健司 新時代におけるアレルギー性鼻炎
治療の実地臨床

花粉症セミナー 大 阪 2021. 1. 23
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演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
出島 健司 新時代におけるアレルギー性鼻炎

治療の実地臨床
川口市医師会学術講演
会

川 口 2021. 1. 27

出島 健司 新時代におけるアレルギー性鼻炎
治療の実地臨床

花粉症 Web セミナー 京 都 2021. 1. 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－

三重エキスパートセミ
ナー

三 重 2021. 2. 3

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－

浜松エキスパートセミ
ナー

浜 松 2021. 2. 4

出島 健司 新時代におけるアレルギー性鼻炎
治療の実地臨床

六三会学術講演会 埼 玉 2021. 2. 9

出島 健司 新時代におけるアレルギー性鼻炎
治療の実地臨床

アレルギー疾患におけ
る目と鼻を考える会

大 阪 2021. 2. 13

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

CRSwNP Expert
Meetig in kagoshima

鹿児島 2021. 2. 18

出島 健司 オマリズマブ 保険診療上の注意
点

季節性アレルギー性鼻
炎 Novartis Web
Symposium

京 都 2021. 2. 27

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

Sinus seminar in South
Osaka

大 阪 2021. 3. 11

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対する
デュピルマブの最新治療

慢性副鼻腔炎 Type 2
セミナー

金 沢 2021. 3. 18

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

CRSwNP Treatment
Forum in Mie

津 2021. 4. 15

出島 健司 難治性副鼻腔炎の治療戦略として
のデュピクセント長期使用におけ
る有用性評価

AIRWAYWEB 京 都 2021. 5. 20

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

Kitakyuushu Nasal
Polyp Forum

北九州 2021. 5. 21

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

岐阜県耳鼻咽喉科懇話
会

岐 阜 2021. 6. 3

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

Shizuoka Otolaryn-
gologu Online Forum

浜 松 2021. 7. 15

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－

愛知県耳鼻咽喉科医会
尾張地区研修会

名古屋 2021. 7. 24

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

Nasal Polyps Expert
seminar In Okayama

岡 山 2021. 7. 29

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

Snofi Interactive ENT
Seminar in 岡山

岡 山 2021. 8. 26

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

Kumamoto Cross Aller-
gic Seminar 2021

熊 本 2021. 10. 1

内田 真哉 アブミ骨手術 『若手医師のための
EES Basic Course』
WEB 講演会

大 阪 2021. 10. 30

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

HIMEJI Profesional
ENT Seminar

姫 路 2021. 11. 4

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

ENT Hybrid Seminar in
KYOTO

京 都 2021. 11. 6

出島 健司 アレルギー性鼻炎と好酸球性副鼻
腔炎の最新治療

大阪府・堺市医師会耳
鼻咽喉科医会学術講演
会

堺 2021. 11. 13

１５８ 京 二 赤 医 誌・Vol. 43−2022



演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日
出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治

療
Airway Symposium in
多摩

武蔵野 2021. 11. 17

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

第 299回北九州耳鼻咽
喉科臨床懇話会

北九州 2021. 11. 19

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対する
デュピルマブの有用性
－対象患者の選定，導入時の患者
への説明ポイントを含めて－

鼻茸を伴う慢性副鼻腔
炎に関する WEB 講演
会 電波対談

京 都 2021. 11. 25

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

Sinus Seminar in Kan-
sai

大 阪 2021. 12. 2

出島 健司 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎の最新治
療

OMPU Expert Seminar
in 高槻

高 槻 2021. 12. 9

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 「多職種連携に関する協議会・研
修会事業・地域保健・学校保健推
進事業」臨床家視点で周術期を見
直してみよう地域の病院－歯科連
携を考える研修会

上京歯科医師会 Web 2021. 2. 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

三浦 寛司 こんなときどうする？ちょっとし
たヒヤリハット集

第 222回関西アンギオ
IVR・第 49回放射線
診療安全向上研究会

Web 2021. 10. 23

放射線科（技師）
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

梶迫 絵美 マンモグラフィ検査における感染
対策

第 34回京都マンモグ
ラフィ研究会

Web 2021. 5. 29

岡本 繁 骨粗鬆症リエゾンチームの立ち上
げにあたって

多職種で取り組む骨粗
鬆症連携

Web 2021. 10. 14

辻本 武志 医用モニタ品質管理 日本医用画像管理学会
令和 3年度第 2回セミ
ナー オンライン座談
会（パネリスト）

Web 2021. 10. 24

松山 良太 MRI「SENSE と CS の使い分け」
より「T2全脳と内耳の検討」

第 22回京滋 Gyro
Meeting on the Web

Web 2021. 11. 20

病理診断科
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

安川 覚 臨床医と共有したい膵癌の病理
～早期病変を中心として～

第 4 回 KPEC カンフ
ァレンス

三 宮 2021. 10. 15
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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 変わってきた胃がん対策とこれか
らの胃がん予防

京都消化器医会定例学
術講演会（消化器がん
検診委員会指定講習
会）

京 都 2021. 2. 13

小林 正夫 よりよい胃内視鏡検診のために
～京都市における胃内視鏡検診～

西宮市胃がん（内視鏡）
検診研修会

西 宮 2021. 5. 29

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 【実演編】外来がん化学療法に抗
がん薬フォローアップシートをど
う使うか？
－S-1関連レジメンを中心に－

第 2回京都オンライン
がん連携セミナー

京 都 2021. 3. 19

加藤 良隆 薬剤師が作る栄養レシピ 薬学生のための病院薬
剤師シンポジウム in
京都

京都・Web 2021. 6. 18

加藤 良隆 抗がん薬フォローアップシート
作成・活用の軌跡と今後の展望

Onco-Medicine Web
seminar In Kyoto

京都・Web 2021. 10. 27

岡橋 孝侍 電子カルテや調剤システムのリプ
レースにおいて薬剤師が考えてお
くべきこと

第 2回兵庫県立病院薬
剤師研修会

兵庫・Web 2021. 11. 20

堀内あす香 フォーミュラリ策定事例について Advanced Pharmacist
Seminar in 関西

京都・Web 2021. 12. 7

中西 裕明 救急医療における病院薬剤師の役
割

旭化成ファーマ株式会
社社内教育講演会

Web 2021. 12. 20

輸 血 部
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

相田 幸雄 日直・当直時に知っておくと役に
立つ知識 輸血検査

京都府臨床検査技師会 京 都 2021. 9. 25

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 骨髄像検査はじめの一歩
～誰でもできる報告書作成～

兵庫県臨床検査技師会
血液検査・遺伝子検査
合同研修会

Web 2021. 2. 7

須賀 圭 尿沈渣（血球）基礎から応用まで 京都府臨床検査技師会
一般検査基礎研修会

Web 2021. 7. 31

木下 博之 US スクリーニングの重要所見
「骨盤腔臓器」

超音波スクリーニング
研修講演会

Web 2021. 9. 1
-30

藤内 千歳 尿沈渣（上皮と症例）基礎から応
用まで

京都府臨床検査技師会
一般検査基礎研修会

Web 2021. 10. 9

臨床工学課
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

臼杵 大介 Rota OAS のセットアップ 第 17回京滋奈良カテ
ラボカンファレンス

Web 2021. 8. 28
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看 護 部
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

淺野 耕太 はじめての免疫チェックポイント
阻害剤の看護

オンラインで学ぶ肺が
ん治療セミナー

Web 2021. 3. 11

淺野 耕太 がん免疫薬物療法における患者教
育とチーム医療

日本臨床腫瘍学会 Web 2021. 4. 11

テグラ繭美 在宅看護援助論 同志社女子大学 京 都 2021. 6. 21

感染管理室
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

近藤 大志 病院清掃における新型コロナウイ
ルス感染防止対策

京都私立病院協会
京都ビルメンテナンス
協会

京 都 2021. 3. 9

近藤 大志 大分県清掃業者向け新型コロナウ
イルス感染感染防止対策研修会

大分県福祉保健部 Web 2021. 3. 10

近藤 大志 新型コロナウイルスの院内感染を
防ぐには標準予防策が大事

京都私立病院協会 京 都 2021. 3. 11

盛田 篤広 当院の COVID-19感染対策につ
いて

京都第二赤十字病院第
32回病病・病診連携
懇話会

京 都 2021. 7. 15

盛田 篤広 C 型肝炎の最新の治療と今後の課
題

ケーエスケー・Abbvie
社外講師勉強会

Web 2021. 8. 26

盛田 篤広 当院の COVID-19感染対策につ
いて

感染 1連携共同カンフ
ァレンス

Web 2021. 9. 7

盛田 篤広 最近の院内感染対策の現況と肝疾
患診療

KLC（Kyoto Lipid
Conference）

京 都 2021. 10. 23

盛田 篤広 C 型慢性肝炎，肝硬変 naïve 症例
への DAA 治療の効果について

Micro Elimination in
KANSAI 2021

Web 2021. 12. 18

医療情報室
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

田中 聖人 内視鏡における画像とメタデータ
の関係
～新しい Exif への期待～

戦略的国際標準化検討
委員会 次世代画像プ
ラットフォーム小委員
会 第 3回セミナー

Web 2021. 2. 17

田中 聖人 ガイドラインと医療現場のギャッ
プをどう考えていくか
～一般市中病院の現状など～

関西医療情報技師会
第 38回勉強会

Web 2021. 3. 27

栄養サポートチーム
演 者 名 演 題 名 発表機関名 場 所 発表年月日

山口真紀子，井川 理 NST の現在・過去・未来について
～管理栄養士の立場から～

第 30回京滋 NST研究
会

京 都 2021. 11. 27

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R 講座 入門
～看護教育活用編

長野赤十字看護専門学
校教職員研修

Web 2021. 3. 18
4. 20
6. 16
8. 27
10. 21
12. 7

研究会・講演等 １６１



新聞等掲載記事

消化器内科

萬代晃一朗 術後再建腸管における経鼻内視鏡を用いた
直接胆道鏡
～スライディングチューブ活用テクニック～

Gastropedia 2021. 2. 8

氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

小 児 科

長村 敏生 日本小児科学会分科会活動状況 日本小児科学会雑誌，125
（8）：1264

2021.

長村 敏生 企画の言葉“いつもと様子が違う”からは
じまる小児救急

チャイルドヘルス，24: 805 2021.

氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

耳鼻咽喉科・気管食道外科

出島 健司 新時代の花粉症治療について思うこと
－編集委員に就任して－

鼻アレルギーフロンティ
ア，21（Suppl.1）：6

2021.

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
県地方部会報 5月号，34
（4）：13-16

2021.

氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

放射線診断・治療科

戸山保千代＊，山田 幸美 CASE OF THE MONTH Case of August 画像診断，41（9）：1025 2021.

戸山保千代＊，山田 幸美 CASE OF THE MONTH The key to Case of
August

画像診断，41（12）：1282-
1284

2021.

前原 陽介＊，永野 仁美 CASE OF THE MONTH Case of November 画像診断，41（13）：1419 2021.

前原 陽介＊，永野 仁美 CASE OF THE MONTH The key to case of
November

画像診断，42（1）：98-100 2021.

氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

看 護 学 校
氏 名 記 事 名 新聞（掲載媒体） 年月日

嶋田佐和子 第 112回看護師国家試験対策テスト 第 1
回小児看護学

メディカ出版（メディカコ
ンクール）

2021. 8
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