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2019 年度 業 績
内

MRIが診断に有用であった運動後急性腎不全
の１例

科

【学会発表】

堀谷幸宏、柴田敏朗、堀田裕平、今泉俊則、

高齢2型糖尿病患者におけるサルコペニアと
血糖コントロールの相関

藤澤太郎、清島

今泉俊則、柴田敏朗、佐原寛隆、坂東直樹、

2019年10月６日

平野

雅、堀田裕平、堀谷幸宏、藤澤太郎、

棚橋

忍

第239回日本内科学会東海地方会
岐阜

副腎腫瘍との鑑別が困難であった傍神経節腫
（paraganglioma）の１例

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
2019年５月23日

満

仙台

坂口賢太郎、藤澤太郎、伊藤公大、岩田翔太、
堀田裕平、堀谷幸宏、柴田敏朗、清島

早期に診断し得たLemierre症候群の１例

第１回糖尿病・内分泌代謝疾患・膠原病

坂東直樹、藤澤太郎、小林結実、平野

雅、

フォーラム

堀田裕平、堀谷幸宏、柴田敏朗、清島

満

2019年10月19日

第238回日本内科学会東海地方会
2019年５月26日

臨床

岐阜

（優秀症例報告賞）

名古屋

後期高齢者の急性胆管炎に対する内視鏡的胆
道ドレナージの有用性・安全性

（優秀演題賞）

当院での抗血栓剤内服症例における大腸憩室
出血についての検討
宇野由佳里、髙田

淳、手塚隆一、今井

奨、

手塚隆一、宇野由佳里、髙田
白子順子、清島

淳、今井

奨、

満

JDDW 2019（第98回日本消化器内視鏡学会総

白子順子

会）

第97回日本消化器内視鏡学会総会

2019年11月21日

2019年６月１日

満

神戸

東京

早期胃癌または胃腺腫同時多発例の特徴
高齢者（80歳以上）における総胆管結石症
例に対する内視鏡治療の有用性・安全性
手塚隆一、宇野由佳里、髙田

淳、今井

奨、

髙田

淳、宇野由佳里、手塚隆一、今井

白子順子
JDDW 2019（第98回日本消化器内視鏡学会総

白子順子

会）

第97回日本消化器内視鏡学会総会

2019年11月22日

2019年６月１日

奨、

神戸

東京

高齢者における大腸憩室出血についての検討
GLP-1受容体作動薬/SGLT2阻害薬併用に
より尿中アルブミン改善を認めた2型糖尿病
の一例
堀田裕平、藤澤太郎、柴田敏朗
岐阜大学医学部附属病院

第三内科

飯塚勝美、加藤丈博、堀川幸男、矢部大介
第93回日本糖尿病学会中部地方会
2019年９月７日

福井

宇野由佳里、髙田

淳、手塚隆一、今井

奨、

白子順子
JDDW 2019(第98回日本消化器内視鏡学会総会)
2019年11月22日

神戸

2019年度

投稿論文・学会発表・他

サルコぺニアは高齢者の上部消化管内視鏡的
粘膜下層剥離術関連誤嚥性肺炎の危険因子で
ある
荒尾真道、岩田翔太
岐阜大学医学部
水谷

第一内科
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【研究会】

食道狭窄部の肛門則に発生した食道腫瘍に対
して、スペースアジャスターを用いて治療し
た1例
荒尾真道、岩田翔太、金田裕人、今井

拓、小澤範高、久保田全哉、今井健二、

浮田雅人、白子順子

井深貴士、荒木寛司、清水雅仁

第57回岐阜県消化器内視鏡フォーラム

日本消化器病学会東海支部第131回例会

2020年１月30日

2019年12月７日

奨、

岐阜

名古屋
【講演】

女性医師と国際救援

超高齢者の胆石イレウスの1例
岩田翔太、宇野由佳里、荒尾真道、今井
白子順子、清島

奨、

岐阜大学同窓会連合会会長賞受賞講演

満

2019年11月３日

日本消化器病学会東海支部第131回例会
2019年12月７日

白子順子
岐阜

名古屋

女性医師のキャリア形成
シンポジウム1「消化管内視鏡診療の正確
性・安全性向上のための工夫」
表在食道癌内視鏡的粘膜下層剥離術後、追加
治療の化学療法治療による食道狭窄の肛門則
に再発した病変に対し、スペースアジャス
ターを用いて内視鏡切除した１例
荒尾真道、岩田翔太、白子順子

白子順子
令和元年度日本赤十字社研修医研修会
2019年11月30日

東京

【紙上発表】

両大腿切断術後の肥満２型糖尿病患者におけ
る指示エネルギー量・薬物療法の検討

第62回日本消化器内視鏡学会東海支部例会

今泉俊則、柴田敏朗、堀谷幸宏、山内明日香、

2019年12月21日

高橋佳大、棚橋

名古屋

忍

糖尿病62(6)：355～359，2019

ベタネコール塩化物によりコリン作動性ク
リーゼを来した１例

頚動脈痛の１例

小林結実、堀田裕平、堀谷幸宏、藤澤太郎、

柴田敏朗、堀田裕平、堀谷幸宏、藤澤太郎、

柴田敏朗、清島

清島

満

満

第240回日本内科学会東海地方会

日本病院総合診療医学会雑誌16(2)：84～85,

2020年２月16日

2020

名古屋

（優秀演題賞）
【その他の発表】

副腎腫瘍との鑑別が困難であった無症候性傍
神経節腫（paraganglioma）の１例

地域の事情を考慮した当院での糖尿病の診療
方針

坂口賢太郎、藤澤太郎、伊藤公大、岩田翔太、

柴田敏朗

堀田裕平、堀谷幸宏、柴田敏朗、清島

高山市医師会講演会

第240回日本内科学会東海地方会
2020年２月16日

名古屋

満

2019年７月25日
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糖尿病と腎機能障害の対応
－高齢化の著しい地域での臨床経験を踏まえ
て－

当院検診における乳房構成通知に向けての検
討
川邊美穂、宮田奈美、大久保鮎美、伊藤美佳、

柴田敏朗

中田幸博、井川愛子

2019年度糖尿病療養公開勉強会 in 岐阜

朝日大学附属病院乳腺外科

2019年９月８日

第27回日本乳癌学会総会
2019年７月

外

科

川口順敬

東京

グローバルに活躍する救急医からのメッセー
ジ 国際医療救援と地方の医療「災害救護は
人のためならず」

【学会発表】

外科医の国際貢献
白子隆志、足立尊仁、佐野

文、井川愛子、

白子隆志

加納寛悠、原あゆみ、洞口

岳、間瀬純一、

第47回日本救急医学会

桐山俊弥

2019年９月

東京

第119回日本外科学会定期学術集会
2019年４月

腸骨筋血腫で発見された後天性血友病の一例

大阪

山田桃子、白子隆志、加藤雅康、桐山俊弥

肝細胞癌破裂に対しIVR施行後二期的に肝切
除施行し病理学的完全奏功を認めた１例

第47回日本救急医学会
2019年９月

東京

間瀬純一、足立尊仁、白子隆志

当院における山岳救急症例の検討（第３報）

第74回日本消化器外科学会総会
2019年７月

東京

白子隆志、加藤雅康、桐山俊弥
第47回日本救急医学会

右肺・肝腫瘍に対し経横隔膜的同時切除の一
例

東京

術前診断が困難であった転移性膵癌と原発性
膵癌の衝突例

桐山俊弥、白子隆志、足立尊仁
第74回日本消化器外科学会総会
2019年７月

2019年９月

神品壮史、白子隆志、足立尊仁、佐野

東京

井川愛子、洞口

当院における上腸間膜動脈閉塞症の検討
洞口

岳、桐山俊弥、間瀬純一、原あゆみ、

井川愛子、佐野

文、足立尊仁、白子隆志

文、

岳、桐山俊弥、小塩英典、

岡本清尚
第81回日本臨床外科学会総会
2019年10月

高知

第74回日本消化器外科学会総会
2019年７月

国際赤十字Field Hospitalの経験と巨大災害
時の海外医療支援の受入れ

東京

当院におけるマンモグラフィの構築の乱れに
ついての検討
井川愛子、桐山俊弥、間瀬純一、洞口
佐野

岳、

洞口

岳、桐山俊弥、小塩英典

第81回日本臨床外科学会総会
2019年10月

高知

文、足立尊仁、白子隆志

第27回日本乳癌学会総会
2019年７月

東京

術前SP療法が特に腺癌部分に有効であった
と考えられた食道胃接合部癌の1例
足立尊仁、小塩英典、桐山俊弥、洞口
井川愛子、佐野

岳、

文、白子隆志、岡本清尚

2019年度

投稿論文・学会発表・他

巻 Page27-30（2019年11月）

第81回日本臨床外科学会総会
2019年10月
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高知

診断に苦慮した肝乏血性腫瘍の１例
当院における後期高齢者の大腸癌手術症例の
検討
小塩英典、桐山俊弥、洞口
佐野

岳、井川愛子、

上谷

遼、桐山俊弥、井川愛子、佐野

文、

足立尊仁、白子隆志、岡本清尚
日本臨床外科学会雑誌（1345-2843）81巻2号
Page301-306（2020年２月）

文、足立尊仁、白子隆志

第81回日本臨床外科学会総会
2019年10月

化学療法施行後に治癒切除となったHER2陽
性胃癌の１例

高知

胃癌乳腺転移の１例
井川愛子、桐山俊弥、小塩英典、洞口
佐野

岳、

桐山俊弥、間瀬純一、洞口

岳、原あゆみ、

八幡和憲、井川愛子、佐野

文、足立尊仁、

白子隆志、岡本清尚

文、足立尊仁、白子隆志

第57回日本癌治療学会学術集会

日本消化器外科学会雑誌（0386-9768）53巻3号

2019年10月

Page213-220（2020年３月）

福岡

Stage IV乳癌に対し化学療法後のトラスツ
ズマブ長期投与にて臨床的完全寛解した1例

複雑深在性肝外傷後に遅発性仮性動脈瘤をき
たした１例

佐野

文、白子隆志、足立尊仁、井川愛子、

桐山俊弥、小塩英典、洞口

洞口

岳、桐山俊弥

佐野

岳、井川愛子、

文、足立尊仁、白子隆志、永田翔馬、

第57回日本癌治療学会学術集会

川田紘資、齊藤聡子

2019年10月

高山赤十字病院紀要（0387-7027）43号 Page3-8

福岡

（2020年３月）
【誌上発表】

腹腔鏡下胆嚢摘出術にて治療しえた気腫性胆
嚢炎の１例
洞口

岳、川尻真菜、原あゆみ、加納寛悠、

飛騨地域における外傷性肝損傷の検討
間瀬純一、足立尊仁、桐山俊弥、洞口
原あゆみ、井川愛子、佐野

岳、

文、白子隆志

八幡和憲、井川愛子、足立尊仁、白子隆志

高山赤十字病院紀要（0387-7027）43号 Page16-

日本外科系連合学会誌（0385-7883）44巻4号

19（2020年３月）

Page809-814（2019年８月）

乳癌治療後に二次癌として対側乳房の悪性リ
ンパ腫を来した１例
井川愛子、桐山俊弥、間瀬純一、洞口
佐野

岳、

文、足立尊仁、白子隆志

泌尿器科
【学会発表】

高山赤十字病院におけるベンブロリズマブの
使用経験

癌と化学療法（0385-0684）46巻10号 Page1561-

大澤華織、柚原一哉、小鷹博人

1563（2019年10月）

第69回日本泌尿器科学会
2019年10月31日～11月３日

中部総会

両下肢の完全麻痺で発症した急性大動脈閉塞
症の一例
上野美佳、白子隆志、加藤雅康
名古屋徳洲会総合病院心臓血管外科

只腰雅夫

日本救急医学会中部地方会誌（1880-3547）15

大阪
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当科における早期子宮体癌に対する腹腔鏡下
手術の現状

小児科

矢野竜一朗

【誌上発表】

Harlequin syndrome caused by isolated
focal parasympathetic neuropathy

2019年度岐阜産科婦人科研究会―腹腔鏡―
2019年８月31日

岐阜

Nagara S, Nakazato Y, Yamagishi A.
Clin Auton Res. 2020 Feb;30(1):91-92.

両側基底核に脳梗塞を合併した新生児B群溶
血性連鎖球菌髄膜炎の１例

当科における早期子宮体癌に対する腹腔鏡下
手術の現状
矢野竜一朗、林

佳奈、細江美和、桑山太郎

第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
2019年9月12日～14日

名古屋第二赤十字病院小児科

京都

上田健太郎、興梠まり、深谷聡子、圓若かおり、
山田崇春、廣岡孝子、横山岳彦、田中太平

腹腔鏡下に摘出し得た嚢胞性子宮筋腫の１例

宮崎大学医学部発達泌尿生殖医学講座小児科学

林

分野

第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会

黒木亜津子

高山赤十字病院小児科

長柄俊佑

佳奈、桑山太郎、細江美和、矢野竜一朗

2019年9月12日～14日

京都

日本新生児成育医学会雑誌（2189-7549）32巻1
号 Page166-171（2020年２月）
【学会発表】

GVHD二次治療としてのMethotrexate使用
により巨赤芽球性貧血を来した一例
反中絵美、横山能文、篠田邦大、神田香織、

子宮筋腫に対して子宮動脈塞栓術の既往のあ
る腹腔鏡下子宮全摘術にて腹腔内に高度の癒
着を認め手術に難渋した１例
桑山太郎、林

佳奈、細江美和、矢野竜一朗

第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
2019年９月12日～14日

京都

山下達也、大城一航、平手友章
日本小児血液・がん学会学術集会（第61回）
2019年11月16日

広島

腹腔鏡下に摘出し得た異所性子宮腺筋症の１
例
齋竹健彰、上村小雪、相京晋輔、安見駿佑、
矢野竜一朗

産婦人科

第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
2019年９月12日～14日

【講演・学会発表】

京都

腹腔鏡下に治療し得た巨大後腹膜腫瘍の１例
腹腔鏡下に治療し得た巨大後腹膜腫瘍の１例

上村小雪、矢野竜一朗
令和元年度岐阜産科婦人科研究会

上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、安見駿佑、

2019年６月８日

矢野竜一朗

岐阜

第20回東海産婦人科内視鏡手術研究会

子宮頸部原発の神経内分泌癌に対し、手術後
ベバシズマブを併用した化学療法を行った２
例
桑山太郎、矢野竜一朗、林

佳奈、

2019年10月26日

名古屋

産後出血により搬送され、集学的治療により
救命しえた子宮型羊水塞栓症の１例

細江美和、岡本清尚

桑山太郎、矢野竜一朗、林

第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会

細江美和、岡本清尚

2019年７月４日～６日

第123回日本産科麻酔学会学術集会

新潟

2019年11月23日

東京

佳奈、

2019年度

投稿論文・学会発表・他

腹腔鏡下に摘出し得た異所性子宮腺筋症の１
例
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第42回日本産婦人科手術学会
2020年２月23日

京都

齋竹健彰、上村小雪、相京晋輔、安見駿佑、
矢野竜一朗
第25回岐阜内視鏡外科研究会
2019年11月30日

岐阜

皮膚科
【講演】

爪白癬の治療
腹腔鏡下に摘出し得た腟平滑筋腫の1例

市橋直樹

矢野竜一朗、上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、

飛騨エリアESシンポ

安見駿佑

2019年11月15日

高山

第25回岐阜内視鏡外科研究会
2019年11月30日

岐阜

当院におけるペムブロリズマブ（キイトルー
ダ®）の使用経験
安見駿佑、上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、

放射線科
【学会発表】

当院検診における乳房構成通知に向けての検
討

矢野竜一朗

川邊美穂、宮田奈美、大久保鮎美、伊藤美佳、

令和元年度岐阜産科婦人科学会学術集会

中田幸博、井川愛子、川口順敬

2019年12月８日

第27回日本乳癌学会

学術総会

2019年７月11～13日

東京

岐阜

帝王切開術後に発症した重症骨盤腹膜炎に対
して腹腔鏡下ドレナージが奏功した１例
上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、安見駿佑、

VTE予防対策チームにおける診療放射線技
師の役割

矢野竜一朗

今井丈晴

令和元年度岐阜産科婦人科学会学術集会

第55回日本赤十字社医学会総会

2019年12月８日

2019年10月17～18日

岐阜

帝王切開術後に発症した重症骨盤腹膜炎に対
して腹腔鏡下ドレナージが奏功した一例
釣餌咲希、上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、

広島

骨粗鬆症対策を目指したチーム「TAROT」
の結成
～チーム結成への道のりと活動報告～

安見駿佑、矢野竜一朗

関口慎之介

第174回飛騨臨床医会

第55回日本赤十字社医学会総会

2020年１月30日

2019年10月17～18日

高山

腹腔鏡下に摘出し得た腟平滑筋の一例
矢野竜一朗、上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、
安見駿佑

広島

【その他発表】

当院における負荷心筋シンチグラフィーの現
状と課題

第42回日本産婦人科手術学会

櫻野壮太、岩佐成彦、畑中信吾、中西

2020年２月22日

中田幸博

京都

第54回核医学談話会

腹腔鏡下に治療し得た巨大後腹膜腫瘍の一例
上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、安見駿佑、
矢野竜一朗

2019年８年31日

高山

渉、
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当院における腰椎撮影法

第43回

山崎真美子、今井丈晴、川邊美穂、北村裕貴、

日本神経心理学会学術集会

2019年８月26日

ポスター

新潟

中田幸博

脳血管障害による複視に対する眼球運動促通
とその経過

岐阜県Ｘ線撮影技術読影研究会
2019年８月31日

関

長瀬寛文、村川孝次、永井博之

骨粗鬆症対策を目指したチーム「TAROT」
の結成
～チーム結成への道のりと活動報告～
第１回飛騨地域勉強会

2019年11月16日

日本作業療法学会

2019年９月６日

福岡

在宅酸素療法患者の慢性疼痛と身体活動の関
係性

関口慎之介
2019年度

第53回

下呂

森本孝一、上野正典、阿久津隆、伊賀真実、
尾崎祥子、長谷裕子

患者さんに寄り添う病院を目指して

神戸学院大学総合リハビリテーション学部

中井良則

下

第67回放射線治療技術研究会

第24回 日本ペインリハビリテーション学会 学

2019年11月30日

術集会

岐阜

和弘、松原貴子

2019年９月21日

名古屋

Ｏｆｆ ＣｅｎｔｅｒにおけるＤＷＩの画質改善
北村裕貴、関口慎之介、橋本翔太、大久保鮎美、
畑中信吾、岩佐成彦、中田幸博

慢性呼吸器疾患患者におけるサルコペニア改
善に向けての取り組み～患者手帳を用いて～

第61回ＭＲ技術研究会

上野正典、西尾

2019年12月14日

第６回

岐阜

優

日本サルコペニア・フレイル学会大会

ポスター

施設認定Ａ取得の工夫

2019年11月10日

新潟

宮田奈美
東海マンモフレッシャーズセミナー
2020年１月30日

名古屋

名古屋

人工股関節全置換術患者へのリハビリテー
ションプログラムの検証
大下靖夫、前田雅人、桐山伸也、古田裕之
第46回日本赤十字リハビリテーション協会学術

リハビリテーション科

集会

【学会発表】

2019年11月16日

在宅酸素療法患者における慢性疼痛に関する
予備的調査
森本孝一、上野正典、阿久津隆、伊賀真実、
松原貴子
第41回 日本疼痛学会 学術集会
2019年７月12日

ポスター

名古屋

富山

人工膝関節全置換術における深部静脈血栓症
発生因子の検討と退院時への影響についての
検討
佐藤陽祐、古田裕之、荒木歩実、田中智也
第46回日本赤十字リハビリテーション協会学術
集会

音韻失読の読み誤りを減らす試み
－拡大鏡を使用することで仮名非語と文の音
読課題の成績が向上した音韻失読の１例－
村田翔太郎、村川孝次、野中裕康、若田浩志

2019年11月16日

富山

2019年度

投稿論文・学会発表・他

第7頸椎圧迫骨折により第4から第7頸椎が
前方に押し出され咽頭腔が変形し嚥下障害が
起きた例
蒲知香子、村川孝次、兒玉智大
第46回日本赤十字リハビリテーション協会学術
集会

海支部
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合同学術大会2019

2019年 11月10日

名古屋

周術期クリニカルパスの現状調とASTの関
与～岐阜県内医療機関他施設共同研究～
大垣市民病院薬剤部

2019年11月16日

富山

松岡知子、吉村知哲
高山赤十字病院薬剤部

慢性疼痛が在宅酸素療法患者の身体活動性に
与える影響について

岐阜県総合医療センター薬剤センター 平下智之
岐阜大学医学部附属病院薬剤部

森本孝一、上野正典、阿久津隆、伊賀真実、

岐阜市民病院薬剤部

尾崎祥子、長谷裕子

第32回

神戸学院大学総合リハビリテーション学部

2019年 11月29・30日

下

上田秀親

青山

丹羽

隆

智

日本外科感染症学会総会
岐阜

和弘、松原貴子

地域包括ケア病棟での転倒転落予防に向けて
の薬剤師の介入

第12回 日本運動器疼痛学会
2019年12月１日

東京

西洞正樹、松野幸子、阪口直樹、西尾
上野博子

薬剤部

第14回医療の質・安全学会学術集会

【学会発表】

2019年 11月29・30日

周術期クリニカルパスの現状調査と抗菌薬使
用の適正化に向けた取り組み
上田秀親、嶋

俊弥、政井

恵、小林和正、

高橋麻衣子、若田達朗、和田泰明、小島圭太郎、
石塚恭平、高橋洋城、白子順子、西尾
第29回

優

日本医療薬学会年会

2019年 11月２～４日

福岡

昇、若田達朗、高橋麻衣子、嶋

【講習会・研修会等】

オンコロジーエマージェンシーから始まった
症例 －高Ｃa血症―
和仁

昇

2019年４月20日 高山

俊弥、

院外処方せんの検査値掲載について、および
検査値勉強会
上田秀親

洞口拓也、田中知代、上田秀親、和田泰明、

令和元年度

中洞純子、今井

2019年8月22日

第13回

京都

飛騨医療連携学術講演会

フェンタニルクエン酸塩舌下錠の使用状況調
査と適正使用に関する取り組み
和仁

優、

奨、浮田雅人

第4回高山市薬剤師会研修会
高山

日本緩和医療薬学会年会

2019年５月31～６月２日

千葉

C.difficile 感染症の難治例に対する
vancomycin 漸減療法への取り組み
～処方セットと投薬確認チェック表を用いた
投薬支援～
近藤佑香、上田秀親、嶋

俊弥、洞口拓也、

和田泰明
日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東

がん化学療法を安全に実施するための取り組
み
洞口拓也
第116回

岐阜県病院薬剤師会飛騨ブロック研

修会
2019（令和元）年11月16日

高山
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AMR対策のための経口抗菌薬の適正使用に
ついて
上田秀親

【学会発表】

第７回高山市三師会合同研修会
2019年11月16日

医療情報課

高山

病床管理から病院経営へ
トするオポチュニティ

事務がマネジメン

城下良介、中上富久美、和田功輔

レジメンによる化学療法の取り組みについて
和仁

第55回日本赤十字社医学会総会
2019年10月17日

昇

広島

令和元年度第７回高山市薬剤師会研修会
2019年11月27日

高山

医療秘書のミッション・ステートメント
中上富久美

病院における地域NSTの取り組み
小林

第35回岐阜県病院協会医学会
2019年10月27日

和正

大垣

令和元年度第８回高山市薬剤師会研修会
2020年１月19日

高山

抗菌薬の適正使用のピットホール
上田秀親
飛騨抗菌薬適正使用学術講演会
2020年２月10日

高山

高山赤十字介護老人保健施設はなさと
【学会発表】

在宅復帰支援への取り組み
～排泄に関する要介護認定調査項目とバーセ
ルインデックスを用いて～
向田ひろみ、西洞かおり、下林てる美、

地域医療支援病院における地域連携について
～高山赤十字病院の取り組み
竹中勝信

中林真央、坂上菜理実、平野

睦

第34回岐阜県老人保健施設大会
2019年9月29日

多治見

令和元年度退院時共同指導研修会
2020年２月11日

高山

医療安全推進室
【学会発表】

在宅復帰を目指す入所者の排泄動作向上への
取り組み
～排泄に関する要介護認定調査項目とバーセ
ルインデックスを用いて～
平野

医療安全推進活動の要は事務職にある

睦、坂上菜理実、中林真央、向田ひろみ、

西洞かおり、下林てる美

阪口直樹

第30回全国介護老人保健施設大会

第14回医療の質・安全学会学術集会

2019年11月21日

2019年11月29日

京都

メンタルモデルの共有がエラーを防ぐ
阪口直樹
令和元年度中堅薬剤師研修会
2020年１月19日

岐阜

別府

2020年度
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2020 年度 業 績
内

下部内視鏡検査時の昼食摂取による腸管洗浄
度の影響の検討

科

【学会発表】

荒尾真道、岩田翔太、宇野由佳里、今井

シンポジウム1「消化管疾患診療の現状と課
題」
下部消化管内視鏡検査時の昼食摂取が検査に
及ぼす影響の検討（パイロット試験中間解
析）
荒尾真道、岩田翔太、白子順子

浮田雅人、白子順子
第106回日本消化器病学会総会
2020年８月11日

広島

高齢者（80 歳以上）における総胆管結石症
例に対する内視鏡治療の有用性・安全性

日本消化器病学会東海支部第132回例会

岩田翔太、荒尾真道、今井

2020年６月20日

第99回日本消化器内視鏡学会総会

岐阜

奨、

2020年９月２日

奨、白子順子

京都

小腸イレウスを来した小腸NET G2の1例
岩田翔太、荒尾真道、今井
清島

奨、白子順子、

満

日本消化器病学会東海支部第132回例会
2020年６月20日

岐阜

閉塞性動脈硬化症（ASO）合併糖尿病性壊
疽に対して集学的治療を行い大切断を回避し
た１例
坂口賢太郎、柴田敏朗、安田

愛、堀田裕平、

堀谷幸宏、金田知子、藤澤太郎、髙桑章太朗、

線溶亢進型DICを合併した自己免疫性後天性
凝固第Ⅴ因子欠乏症
金田裕人、福野賢二、堀之内亜希子、野中有利、
南

西野

彰、清島

満

第94回日本糖尿病学会中部地方会
2020年９月20日

岐阜

裕貴、黒木泰則

山形大学公衆衛生学・衛生学
惣宇利正善、尾崎

司

金沢大学医学部高度無菌治療部

朝倉英策

山形県立米沢栄養大学健康栄養学科

一瀬白帝

肝膿瘍と前立腺膿瘍を併発し侵襲性
Klebsiella感染症と考えられた2型糖尿病の
一例
堀田裕平、坂口賢太郎、安田

愛、堀谷幸宏、

第21回日本検査血液学会学術集会

金田知子、藤澤太郎、柴田敏朗、

2020年７月12日

髙桑章太朗、西野

金沢

彰、清島

満

第94回日本糖尿病学会中部地方会

凝固第Ⅴ因子インヒビター陰性、非中和型抗
第Ⅴ因子抗体陽性の自己免疫性後天性第Ⅴ因
子欠乏症
金田裕人、福野賢二、堀之内亜希子、野中有利、
南

裕貴、黒木泰則

2020年９月20日

岐阜

デノスマブ投与中に著明な低カルシウム血症
を来した慢性腎不全の1例
安田

愛、柴田敏朗、坂口賢太郎、堀田裕平、

山形大学公衆衛生学・衛生学

金田知子、堀谷幸宏、藤澤太郎、

惣宇利正善、尾崎

髙桑章太朗、西野

司

金沢大学医学部高度無菌治療部

朝倉英策

山形県立米沢栄養大学健康栄養学科
第42回日本血栓止血学会学術集会
2020年６月20日

大阪

一瀬白帝

彰、清島

満

第242回日本内科学会東海地方会（WEB）
2020年10月18日

名古屋
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腎機能正常者へのバラシクロビル投与後に急
性腎障害及び脳症を来し血液浄化療法を要し
た１例
坂口賢太郎、柴田敏朗、安田

愛、堀田裕平、

【研究会】

エルシニアによる胃蜂窩織炎の1例
元田晴伸、金田裕人、千住明彦、荒尾真道、
水谷

拓、今井

奨、浮田雅人、白子順子

堀谷幸宏、金田知子、藤澤太郎、

第175回飛騨臨床医会

髙桑章太朗、西野

2021年２月12日

彰、清島

満

高山

第242回日本内科学会東海地方会（WEB）
2020年10月18日

名古屋

下部内視鏡検査時の昼食摂取が検査に及ぼす
影響の検討

下部消化管内視鏡検査時の昼食摂取が及ぼす
影響のランダム化比較試験（パイロット試
験）
荒尾真道、千住明彦、岩田翔太、松本悠平、

荒尾真道、岩田翔太、金田裕人、浮田雅人、

今井

今井

岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学

奨、白子順子、清島

満

奨、白子順子

JDDW 2020（第62回日本消化器学会大会）

清水雅仁

2020年11月５日

第27回岐阜胃腸疾患研究会

神戸

2021年２月26日

70歳以上における、認知症の有無による胃
ESD後の治療成績・予後比較
荒尾真道、白子順子、千住明彦、今井

【講演】

ヘリコバクターピロリ感染周辺疾患の最近の
知見

奨

第63回日本消化器内視鏡学会東海支部例会
2020年12月５日

岐阜

名古屋

水谷

拓

消化器疾患web講演会from高山

エルシニアによる胃蜂窩織炎の1例

2021年１月20日

高山

元田晴伸、金田裕人、千住明彦、荒尾真道、
今井

奨、浮田雅人、白子順子

外

第243回日本内科学会東海地方会
2021年２月14日

津

科

【学会発表】

当院における75歳以上の高齢者乳癌に対す
る治療の現状

（最優秀演題賞）

侵襲性Klebsiella pneumoniaeによる腎盂
腎炎・敗血症に肝膿瘍、敗血症性肺塞栓症及
び眼内炎が併発した1例

井川愛子、小塩英典、服部公博、洞口
佐野

文、足立尊仁、白子隆志

朝日大学附属病院乳腺外科

小原亘顕、柴田敏朗、坂口賢太郎、安田

愛、

第28回日本乳癌学会総会

堀田裕平、堀谷幸宏、髙桑章太朗、西野

彰、

2020年10月

千住昭彦、水谷

拓、金田裕人、今井

川口順敬

愛知

奨、

白子順子、小鷹博人、大澤香織、柚原一哉
東京医科大学微生物学分野

当院検診マンモグラフィにてカテゴリー3と
なった所見の検討

犬飼達也、中村茂樹

川邊美穂、宮田奈美、井川愛子

第22回日本病院総合診療医学会

朝日大学附属病院乳腺外科

2021年２月19～28日

第28回日本乳癌学会総会

高崎（WEB）

岳、

2020年10月

愛知

川口順敬

2020年度

当院で経験した山岳救急症例
討

投稿論文・学会発表・他

10年間の検
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寺澤大祐、河野芳功
日本周産期・新生児医学会雑誌（1348-964X）
56巻2号 Page343-346（2020年９月）

白子隆志、前田敏樹
第48回日本救急医学会
2020年11月

A case report of rare ZC4H2associated disorders associated with
three large hernias

岐阜

【誌上発表】

右鼠径ヘルニアに合併した鈍的外傷による横
行結腸穿孔の１例
小塩英典、洞口

岳、井川愛子、佐野

文、

Nagara S, Fukaya S, Muramatsu Y, Kaname T,
Tanaka T.
Pediatr Int. 2020 Aug

62(8)

985-986.

足立尊仁、白子隆志
日本臨床外科学会雑誌（1345-2843）81巻10号
Page2067-2071（2020年10月）

右肺・肝腫瘍に対し経横隔膜的アプローチで
同時切除しえた１例
桐山俊弥、白子隆志、洞口
佐野

岳、井川愛子、

A case of Noonan syndrome with skull
defect due to vitamin D deficiency
rickets.
Nagara S, Usui S, Kawashiri M, Kondo M,
Yamagishi A.
Clin Pediatr Endocrinol. 2021;30(1):71-73.

文、足立尊仁

日本外科系連合学会誌（0385-7883）45巻6号
Page745-753（2020年12月）

学校検尿の過程で指摘された低張尿を契機と
して診断に至った先天性腎性尿崩症の一例
川尻美和、山岸篤至、柴田敏郎、
小児保健研究、80巻第１号：97-101、2021

泌尿器科
【誌上発表】

【学会発表】

二次治療としてのアムルビシンが効果を示し
た前立腺小細胞癌の１例

当院における自然災害時の重症児受入の経験
山岸篤至、川尻美和、臼井新治、小邑昌久

大澤華織、柚原一哉、小鷹博人

日本在宅医療連合学会大会（第２回）

泌尿紀要66：121-125，2020

2020年６月27-28日

【学会発表】

膀胱タンポナーデの臨床的検討

Web開催

副交感神経障害のみで生じたharlequin症候
群

大澤華織、柚原一哉、小鷹博人

長柄俊佑、小林結実、反中絵美、臼井新治、

第70回日本泌尿器科学会

川尻美和、山岸篤至

2020年11月12日～14日

中部総会
金沢

日本小児科学会学術集会（第123回）
2020年８月21日～23日

小児科
【誌上発表】

周産期におけるヒトパルボウイルスB19感
染症 感染妊婦の胎児６例

徳島

学校給食でナッツ類を初回摂取し、アナフィ
ラキシーを呈した5例 ―今後の高山市での
取り組み―
長柄俊佑、反中絵美、臼井新治、川尻美和、

長柄俊佑、臼井新治、山岸 篤至、上田真子、

山岸篤至

安見駿佑、矢野竜一朗

岐阜県小児科懇話会（第187回）

岐阜県総合医療センター新生児内科

2020年12月17日

岐阜

高山赤十字病院紀要（第 4 4 号）
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2020年10月10日

産婦人科

【講演】

【著書・論文】

妊娠合併子宮頸部大細胞神経内分泌癌の１例
桒原万友香、中野

隆、坊本佳優、桑山太郎、

いろいろな痒い皮膚病
市橋直樹

小池大我、安見駿佑、矢野竜一朗、

「ひふの日」市民公開講座

桑原和男、森重健一郎

2020年11月15日

産科と婦人科87(5)：605-611

2020

腹腔鏡下手術で治療しえた子宮内膜癌合併子
宮留膿症破裂の１例
桑山太郎、矢野竜一朗、林

岐阜

佳奈、細江美和

東海産婦人科内視鏡手術研究会雑誌8：64-72

放射線科
【学会発表】

当院マンモグラフィにてカテゴリー3となっ
た所見の検討
川邊美穂、宮田奈美、大久保鮎美、山崎真美子、

【講演・学会発表】

中田幸博、井川愛子、川口順敬

腹腔鏡下に摘出し得たvaginal leiomyoma
の一例

第28回日本乳癌学会

学術総会

2020年10月９～31日（Web）

矢野竜一朗、上村小雪、溝口冬馬、加藤雄一郎
第60回日本産婦人科内視鏡学会学術講演会
（WEB）
2020年12月４日～2021年１月５日

帝王切開術後に発症した重症骨盤腹膜炎に対
して腹腔鏡下ドレナージが奏功した一例

薬剤部
【論文】

岐阜県医療機関における周術期予防抗菌薬に
対するAntimicrobial Stewardship Team
の関与とガイドライン遵守率の評価

上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、安見駿佑、

大垣市民病院薬剤部

矢野竜一朗

松岡知子、吉村知哲

第60回日本産婦人科内視鏡学会学術講演会

高山赤十字病院薬剤部

（WEB）

岐阜県総合医療センター薬剤センター 平下智之

2020年12月４日～2021年１月５日

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
岐阜市民病院薬剤部

上田秀親

内視鏡下に治療を行ったuterine
leiomyosarcomaの一例
釣餌咲希、溝口冬馬、相京晋輔、矢野竜一朗
令和元年度岐阜産科婦人科学会学術集会
2020年12月６日

岐阜

皮膚科
【学会発表】

有茎性基底細胞癌の1例
市橋直樹
【WEB開催】第71回日本皮膚科学会中部支部
学術大会

医療薬学,46(6)

青山

丹羽

隆

智

287-295, 2020

【学会発表】

当院における骨粗鬆症リエゾンチームの立ち
上げ、活動について
－薬剤師の立場から－
小林和正、石塚恭平、前田雅人、関口慎之助、
櫻野壮太、古田裕之、佐藤陽佑、 田中智也、
清水平あい、田口靖羽
第22回

日本骨粗鬆症学会

2020年10月９～11日

神戸

2020年度

投稿論文・学会発表・他

【講習会・研修会等】

どの薬剤を提案する？－オピオイドの特徴を
理解しよう－
和仁

昇

第３回ぎふかんわケア薬剤師研修会
2020年11月21日

大垣

当院におけるポリファーマシー＆フォーミュ
ラリーの現状と薬剤師の関わり
上田秀親
ポリファーマシーマネージメント
2020年12月９日

in高山

高山

2020年度診療報酬改定に対する各施設の対
応について
洞口拓也
第348回岐阜県病院薬剤師会 研修・学術講演会
2020年12月12日

岐阜
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