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績

EUS-FNA を施行した胃良性疾患の 2 例

科

高山赤十字病院内科
大西祥代、白子順子、中井

【紙上発表】

今井

脳性麻痺に発症した悪性症候群の一例
高山赤十字病院内科

奨、柴田悠平、松本拓郎

第44回ひだ消化器病研究会

熊田瑛子、柴田敏朗、李
川嶋修司、棚橋

実、牧谷光晴、

成崇、澁谷高志、

2011年6月11日

高山市

忍

高山赤十字病院小児科

内視鏡的粘膜下剥離術（ESD）にて切除した
胃炎症性線維性ポリープの 1 例

山岸篤至、加藤千佳
岐阜県内科医会雑誌

25：81-83

2011

高山赤十字病院内科

【学会･研究会発表】

αグルコシダーゼ阻害薬が原因と考えられる、
消化管穿孔が疑われた腸管気腫の 1 例

大西祥代、今井

奨、牧谷光晴、中井

白子順子、棚橋

忍

実、

第114回日本消化器病学会東海支部例会
2011年6月18日

岐阜市

高山赤十字病院内科
川嶋修司、柴田敏朗、熊田瑛子、李
澁谷高志、棚橋

成崇、

忍

当院での CML に対する TKI 使用症例の検討
高山赤十字病院内科

高山赤十字病院外科

柴田悠平、松本拓郎、中村信彦、馬渕量子、

佐藤浩明、佐野

原

文、白子隆志

武志、棚橋

忍

第83回日本糖尿病学会中部地方会

岐阜大学医学部附属病院内科

2011年4月2日

鶴見 寿、森脇久隆

富山市

岐阜CMLセミナー

臍帯血移植生着不全後に imatinib 再投与にて
細胞遺伝学的完全奏功を得た CML の一例
高山赤十字病院内科
柴田悠平、笠原千嗣、松本拓郎、中村
兼村信宏、原

武志、棚橋

博、

忍

2011年6月24日

岐阜市

当院における糖尿病フットケア外来再立ち上
げのプロジェクトについて
高山赤十字病院看護部

岐阜大学医学部附属病院内科

山下伸子、釜屋智子、古田裕子、奥田智子、

鶴見

西畠明子、林幸子、嶋田喜美子、渡邉洋子

寿、森脇久隆

第159回飛騨臨床医会

高山赤十字病院内科

2011年5月13日 高山市

鷹尾

賢、李

成崇、川嶋修司、柴田敏朗

第21回ひだ糖尿病コ･メディカルセミナー

生体肝移植を行ったアルコール性肝炎の 1 例

2011年7月2日

高山市（高山赤十字病院）

高山赤十字病院内科
牧谷光晴、今井
棚橋

奨、中井

忍

第159回

飛騨臨床医会

2011年5月13日

高山市

実、白子順子、

GLP-1 受容体作動薬により強化インスリン療
法から離脱できた 1 例
高山赤十字病院内科
李

成崇、柴田敏朗、熊田瑛子、澁谷高志、

川嶋修司、棚橋

忍

第160回飛騨臨床医会
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2011年7月29日

高山市

高山赤十字病院内科
平成23年度

柴田敏朗

世界糖尿病デー記念事業「糖尿病

を考える講演会」

ガス産生肝膿瘍の 1 例
高山赤十字病院内科

高山市（飛騨･世界生活文化センター）

牧谷光晴、柴田悠平、大西祥代、松本拓郎、

2011年11月13日

今井

奨、中井

棚橋

忍

実、柴田敏朗、白子順子、
小児科

第215回日本内科学会東海地方会
2011年10月1日

岐阜市

【学会発表】

後腹膜に発生したCastlemanʼs lymphoma の1例

最近当院で経験した NTED（新生児 TSS 様発
疹症）の 2 例

高山赤十字病院内科

高山赤十字病院小児科

松本拓郎、白子順子、柴田悠平、大西祥代、

臼井新治、川尻美和、山岸篤至

今井

岐阜県周産期懇話会（第148回）

奨、牧谷光晴、中井

実、棚橋

忍

第215回日本内科学会東海地方会
2011年10月1日

2011年4月9日

岐阜市

岐阜市

臍帯血移植生着不全後に imatinib 再投与にて
細胞遺伝学的完全奏功を得た CML の一例

当院過去 3 年間のアトピー性皮膚炎入院症例
のまとめ
高山赤十字病院小児科
川尻美和、坂本智恵、臼井新治、山岸篤至

高山赤十字病院内科
柴田悠平、笠原千嗣、松本拓郎、中村

博、

飛騨小児科懇話会（第19回）

兼村信宏、原

忍

2011年7月6日

武志、中井

実、棚橋

高山市

岐阜大学医学部附属病院内科
鶴見

寿、森脇久隆

メッケル憩室の 1 例

第73回日本血液学会学術集会

高山赤十字病院小児科

2011年10月14日

山岸篤至、臼井新治、川尻美和、白子順子、

名古屋市

白子隆志、藤山芳樹
飛騨小児科懇話会（第19回）

パキスタン洪水被害救援活動
高山赤十字病院内科
白子順子、棚橋

2011年7月6日

高山市

忍、白子隆志

第47回日本赤十字社医学会総会
2011年10月20日

最近 12 年間に当院より搬送となった新生児
症例の検討

福井市

高山赤十字病院小児科

重症敗血症を伴うガス産生肺膿瘍
および膿胸に対して保存的治療が著効した
高齢未治療 2 型糖尿病患者の 1 例

臼井新治、山岸篤至
日本周産期･新生児医学会（第47回）
2011年7月12日

札幌市

高山赤十字病院内科
李

成崇、柴田敏朗、鷹尾

賢、棚橋

第216回日本内科学会東海地方会
2012年2月4日

名古屋市

忍

縊頚から救命後に診断した思春期統合失調症
の一例
高山赤十字病院小児科
臼井新治、川尻美和、山岸篤至、安藤寿博

【招待講演】

糖尿病を考える

第160回飛騨臨床医会
2011年7月29日

高山市
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Gastritis cystica profunda を背景にした
胃癌の 1 例

高山赤十字病院小児科
山岸篤至、臼井新治、新井隆広、川尻美和

高山赤十字病院外科

第20回飛騨小児科懇話会

第84回日本胃癌学会総会

2011年12月7日

2012年2月10 日

高山市

ウイルス性腸炎を合併し診断に苦渋した腸回
転異常症の 2 例

佐野

大阪

【学会発表−地方会−】

当科における胃癌術前化学療法施行症例の検討

高山赤十字病院小児科

高山赤十字病院外科

臼井新治、川尻美和、新井隆広、山岸篤至

第44回ひだ消化器病研究会

第20回飛騨小児科懇話会

2011年6月11日

2011年12月7日

外

文、他

佐野

文、他

高山市

高山市

S 状結腸人工肛門直下に嵌頓した糞石による
排便困難症の 1 例

科

高山赤十字病院外科
【論文発表】

佐藤浩明、他：

第44回ひだ消化器病研究会
2011年6月11 日

切除可能残胃癌の検討
高山赤十字病院外科

佐野

外科73（8 ）:871-874

2011

高山市

文、他

鼠径ヘルニア虫垂嵌頓の 1 例
高山赤十字病院外科

当院におけるマムシ咬傷症例 25 例の検討
高山赤十字病院外科

藤山芳樹、他

日本救急医学会中部地方会誌

l7:19-22

佐藤浩明、他

第216回岐阜外科集談会
2011年6月18日

岐阜市

2011

現在進行中の大腸がん地域連携パスの 1 例
【学会発表−全国学会−】

高山赤十字病院外科

S 状結腸癌術後 9 年目に発症した孤立性膀胱
転移の 1 例
高山赤十字病院外科

佐野

文、他

第10回病診連携症例検討会
2011年8月17日

高山市（高山赤十字病院）

文、他

第66回日本消化器外科学会総会
2011年7月13日

佐野

名古屋市

診断に苦慮した後腹膜腫瘍の 1 例
高山赤十字病院外科

山田

慎、他

第10回病診連携症例検討会

ウガンダ北部病院外科支援事業
一般外科医の育成
高山赤十字病院外科
白子隆志、他：座長 救急医療2

2011年8月17日

高山市（高山赤十字病院）

山間部救命救急センターにおける外傷診療の
現状と外傷登録の課題

第47回日本赤十字社医学会総会

高山赤十字病院外科

2011年10月17日

日本救急医学会中部地方会総会

福井市

2011年11月5日

S 状結腸人工肛門直下に嵌頓した糞石による
排便困難症の 1 例
高山赤十字病院外科

佐藤浩明、他

白子隆志、他

松本市

S 状結腸癌術後 9 年目に発症した孤立性膀胱
転移の 1 例

第73回日本臨床外科学会総会

高山赤十字病院外科

2011年11月18日

第45回ひだ消化器病研究会（佐野文：座長）

東京

佐藤浩明、他

高山赤十字病院紀要（第 36 号）
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2011年12月3日

高山市（高山赤十字病院）

術前診断し腹腔鏡補助下に切除した小児
Meckel 憩室の一例
高山赤十字病院外科

藤山芳樹、他

2011年11月30日

土岐市消防本部

2011年11月30日

可茂消防事務組合消防本部

内視鏡手術支援ロボット（ダヴィンチ）を用い
た消化器手術の最前線

第45回ひだ消化器病研究会（佐野文：座長）

高山赤十字病院外科

2011年12月3日

藤田保健衛生大学病院消化器外科

高山市（高山赤十字病院）

白子隆志：座長

宇山一朗教授
【招聘公演等】

第45回ひだ消化器病研究会特別講演

家族承諾による脳死臓器提供者を持った救急
医の立場から
高山赤十字病院外科

白子隆志

2011年12月3日

高山市

< その他 >

愛知県医師会救急シンポジウム

高山赤十字病院外科

2011年8月6日

白子隆志：東日本大震災派遣（石巻赤十字病院）

名古屋市

2011年4月5日〜4月10日

国際医療救援における外傷治療
高山赤十字病院外科

白子隆志

白子隆志：ウガンダ･カロンゴ病院外科支援
2011年4月27日〜5月31日

岐阜市整形外科医会
2011年8月25日

岐阜市

「戦傷外科総論」
「胸腹部外傷」
「胸部外傷実技」
「植皮実技」
高山赤十字病院外科

白子隆志

災害外傷セミナー

泌尿器科
【学会発表】

治療に難渋したシクロホスファミドによる出
血性膀胱炎の１例
高山赤十字病院泌尿器科

2011年9月3〜5日

名古屋市（名古屋第二赤十

高木公暁、小島圭太郎、柚原一哉、柴田悠平
第254回日本泌尿器科学会東海地方会

字病院）

2011年12月11日

病院に求められる災害対応と日本赤十字社の
活動
高山赤十字病院外科
2011年10月28日

名古屋市

産婦人科

白子隆志

本巣市（岐阜中央病院）

【論文発表】

術後 6 年目に大網転移をきたした子宮体癌Ⅰ
期の 1 例

外傷外科
高山赤十字病院外科

白子隆志

高山赤十字病院産婦人科

第3回若手医師セミナー

脇田勝次、上田陽子、西澤秀光、石川梨佳、

2011年11月10日

芳野圭介

高山市

東海産科婦人科学会雑誌 48：133-137 2012.03

外傷診療の実際

− 症例からの学び −

高山赤十字病院外科

白子隆志

卵巣原発癌肉腫の 1 例

岐阜県消防長会救急最前線研修

高山赤十字病院産婦人科

2011年6月29日

各務原市立中央図書館

脇田勝次、上田陽子、西澤秀光、石川梨佳

2011年8月3日

大野町総合町民センター

2011年10月26日

高山市国府交流センター

東海産科婦人科学会雑誌 48：111-117 2012.03

2011 年度
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症例の検討
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【講演・論文発表等】

社会心理的ストレス

高山赤十字病院産婦人科

高山赤十字病院口腔外科

石川梨佳、上田陽子、西澤秀光、脇田勝次

ストレス研修会

高山赤十字病院紀要

35：11−15

大久保恒正

2012年5月16日

高山市

2011

ストレスと睡眠障害
【講演･学会発表】

高山赤十字病院口腔外科

第 1 回 子宮頸がんの予防について−検診と
ワクチン接種−
高山赤十字病院産婦人科

脇田勝次

飛騨ストレス研修会

2012年6月1日

高山赤十字病院口腔外科

2011年7月26日高山市

院内看護研究研修会

高山赤十字病院産婦人科

脇田勝次

高山市

統計と確立〜統計を中心に〜

高山市保健センター講演会

第 2 回 子宮頸がんの予防について
− 検診とワクチン接種 −

大久保恒正

大久保恒正

2012年9月20日

高山市

統計と確立〜検定を中心に〜
高山赤十字病院口腔外科
院内看護研究研修会

大久保恒正

2012年9月27日

高山市

高山市保健センター講演会
2011年9月7日

高山市

薬剤部

産婦人科における救急疾患
高山赤十字病院産婦人科

石川梨佳

平成23年度救急勉強会
2011年11月18日

高山市

急性腹症で開腹手術を要した子宮筋腫の一例
高山赤十字病院産婦人科
石川梨佳、反中志緒理、西澤秀光、脇田勝次
岐阜産科婦人科学会学術集会
2011年12月18日

岐阜市

【論文発表】

Clostridium diﬃcile 関連下痢症に対するメト
ロニダゾールの標準化使用に関する検討
〜フローチャートによる適正使用の試みと評価〜
高山赤十字病院薬剤部
上田秀親、稲垣孝行、若田達朗、吉岡史郎
高山赤十字病院内科 宮田雅史、西尾 優
高山赤十字病院外科 天岡 望
医療薬学37（2 ）
：119-125 2011

論壇 “ 服薬指導への新たな手法
カルアセスメント〜 ”

〜フィジ

高山赤十字病院薬剤部 吉岡史郎
薬事新報 2689：701-702 2011

口腔外科
【論文発表】

口腔異常感症と口腔内セネストパシー
高山赤十字病院口腔外科

大久保恒正

高山赤十字病院心療内科

安藤寿博

高山赤十字病院紀要 35：3-8

寛解に至った口腔内セネストパシーの 2 例
高山赤十字病院口腔外科
ひだ神経科

加藤

大久保恒正

稔

高山赤十字病院紀要 35：17-22

【学会発表】

手術予定患者に対する術前休薬管理〜チーム
医療の中での薬剤師の関与〜
高山赤十字病院薬剤部
稲垣孝行、阪口直樹、間 英之、上田秀親、
若田達朗、西洞正樹、和田泰明、吉岡史郎
高山赤十字病院看護部 中谷清美
高山赤十字病院整形外科 前田雅人
第47回日本赤十字社医学会総会
2011年10月20日〜21日 福井市（福井フェニッ
クス･プラザ）
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脳神経外科病棟におけるオムツかぶれ予防に
対するアズノール CMC 軟膏使用の評価

当院の MMG の現状報告
高山赤十字病院放射線科

田中志保里

高山赤十字病院薬剤部

平成23年度岐阜県放射線技師会

間

第1回飛騨支部勉強会

英之、吉岡史郎、

2011年10月5日

高山赤十字病院脳神経外科
加藤雅康、林

高山市

克彦、竹中勝信

日本病院薬剤師会東海ブロック日本薬学会東海

当院 MRI 検査における危険防止策の検討

支部合同学術大会2011

高山赤十字病院放射線科

2011年11月23日

北村裕貴、畑中信吾、岩佐成彦、中村栄一、

名古屋市
（ウインクあいち〈愛

山下光弘、山口忠夫

知県産業労働センター〉）

第46回MR技術研究会

ベバシズマブによる血圧上昇の発現状況とリ
スクファクターに関する検討
高山赤十字病院薬剤部

2011年10月29日

大垣市

MRI 検査時における危険防止策の改善

稲垣孝行、渡辺ひとみ、上田秀親、間

英之、

高山赤十字病院放射線科

北村裕貴

和田泰明、吉岡史郎

第47回日本赤十字医学会総会

第44回東海薬剤師学術大会

2011年10月20〜21日

2011年11月27日

福井市

四日市市
（四日市市文化会館）

当院における乳腺疾患（悪性）の現状
〜乳がん検診と乳腺外来を対象に〜

【シンポジウム】

Clostridium diﬃcile 関連腸炎に対するメトロ
ニダゾールの標準化使用に関する検討

高山赤十字病院放射線科

〜フローチャートによる適正使用の試みと評価〜

2011年10月20〜21日

高山赤十字病院

薬剤部

川邊美穂

第47回日本赤十字医学会総会
福井市

吉岡史郎

医療薬学フォーラム2011
第19回クリニカルファーマシーシンポジウム

ワークステ−ションの有用性について
− 上半規管裂隙症候群 −

日本薬学会医療薬科学部会主催

高山赤十字病院放射線科

2011年7月9日〜7月10日

平成23年度岐阜県放射線技師会

旭川市（旭川市民文

化会館）

田中志保里
第2回飛騨支

部勉強会
2012年3月3日

高山市

放射線科
看護部
【学会発表等】

救急外来で有用だった小児腹部超音波検査の一例
高山赤十字病院放射線科超音波室

今井丈晴

第33回岐阜県超音波研究会
2011年6月11日

美濃市

【論文発表】

あなたと分かち合いたい、とっておきのエピ
ソード Message from midwife つながる心
高山赤十字病院看護部
長田直子

パネルディスカッション「マンモグラフィ
受検率に関して 調査報告」
高山赤十字病院放射線科
各務原市

投稿（誌上）30（10 ）

2011年10月

宮田奈美

第23回岐阜県乳房画像研究会
2011年6月18日

ペリネイタルケア

癒しの空間 ･ 家族との大切な時間創り〜緩和
ケアチーム ･ がん相談窓口での活動〜

2011 年度

投稿論文・学会発表・他
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高山赤十字病院看護部

鎌村邦子、倉坪由美子

上野恵子

第47回日本赤十字社医学会総会

癒しの環境研究会
2012年3月15日

投稿（誌上）

2011年10月20〜21日

福井市

土浦市

放射線治療におけるセルフケア支援〜放射線
治療日誌を作成して〜

【学会発表】

高山赤十字病院看護部

ICT 活動報告Ⅱ
高山赤十字病院看護部

中洞純子、橋本綾子、小峠奈美

藤本和美

第47回日本赤十字社医学会総会

日本医療機器学会

2011年6月3日

東京都

緩和ケアチームの取り組み〜口内炎予防キャ
ンペーンを行って〜
高山赤十字病院看護部

鈴木貴子、上野恵子

高山赤十字病院口腔外科
高山赤十字病院薬剤部

今井
若田達朗

高山赤十字病院放射線科
高山赤十字病院内科
第16回

努、大沢淳子

日本緩和医療学会

2011年7月29日〜30日

福井市

排泄パターンを考慮した夜間のオムツ交換の
取り組み
高山赤十字病院看護部
中西芳枝、荒井千恵子
第47回日本赤十字社医学会総会

中田幸博

浮田雅人

2011年10月20〜21日

2011年10月20〜21日

福井市

他17名

学術大会

札幌市

小集団活動の実践
「新採用者がんばり応援シート」

リスクマネージャー養成のワークショップを
開催して− 10 年の活動と今後の課題
高山赤十字病院看護部

仲

初恵

高山赤十字病院社会課

牧戸澄夫、小邑昌久

高山赤十字病院総務課

中上一彦

高山赤十字病院看護部

高山赤十高山赤十字病院産婦人科

無雁美智子、清水紀子

高山赤十字病院内科

固定チームナーシング全国研究集会

第47回日本赤十字社医学会総会

2011年10月6日

2011年10月20〜21日

神戸市

プロトコールを導入した人工呼吸器装着患者
の鎮静 ･ 鎮痛管理
高山赤十字病院看護部

西尾

福井市

当院の自殺企図者の現状と取り組み
− 救急医療機関と精神科医療及び地域との
連携をめざして −

中谷未樹、田中美子、渡辺裕子

高山赤十字病院看護部

第47回日本赤十字社医学会総会

高山赤十字病院外科

2011年10月20〜21日

高山赤十字病院心療内科

福井市

脇田勝次

優

長田敬子、嶽本直子
白子隆志
益田大輔

第14回日本救急医学会中部地方会

『婦人科疾患における化学療法導入時のオリ
エンテーション評価』
高山赤十字病院看護部
中島寧子、西谷香織、森本博美

2011年11月5日

松本市

プロトコールを導入した人工呼吸器装着患者
の鎮静・鎮痛管理

第47回日本赤十字社医学会総会

高山赤十字病院看護部

2011年10月20〜21日

田中美子、中谷美樹、渡辺裕子

福井市

岐阜県看護協会発表会

『院内助産システム推進をめざして〜助産師
外来と院内助産の実践と評価』
高山赤十字病院看護部

2012年2月4日

岐阜市

