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2014 年度 業 績
内

棚橋

科

忍

第14回日本内分泌学会

【学会発表】

東海支部学術集会

片葉限局性Caroli病に胆のうがん合併を認め
た１例
高山赤十字病院内科
大西雅也、加藤潤一、小原巧輝、今井
下地圭一、白子順子、棚橋

奨、

忍

2015年１月24日

岐阜市

肝硬変の高齢女性に発症した肝原発と考えら
れる卵黄嚢腫瘍の１例
高山赤十字病院内科
山内明日香、柴田敏朗、今泉俊則、中村晃久、

第120回日本消化器病学会東海支部例会

高橋佳大、野々村健太、浮田雅人、白子順子、

2014年６月14日

棚橋

岐阜市

忍

第225回日本内科学会東海地方会

芋の皮により食餌性イレウスをきたした１例

2015年２月22日

津市

高山赤十字病院内科
今泉俊則、今井

奨、白子順子、加藤潤一、

小原功輝、浮田雅人、下地圭一、棚橋

忍

【その他の発表】

カロリ病に合併した胆嚢癌の１例

第223回日本内科学会東海地方会例会

高山赤十字病院内科

2014年６月15日

大西雅也、白子順子、下地圭一、今井

浜松市

奨、

小原功輝、加藤潤一、中村みき

エキセナチド投与が誘因になって気胸および
縦隔気腫を来した、関節リウマチ合併糖尿病
の1例

第50回ひだ消化器病研究会
2014年５月24日

高山市

当院におけるKM-CARTの実情

高山赤十字病院内科
中島大樹、柴田敏朗、中村晃久、野々村健太、

高山赤十字病院内科

鷹尾

今井

賢、今井

奨、棚橋

忍

奨、白子順子、下地圭一、小原功輝、

第223回日本内科学会東海地方会

加藤潤一、大西雅也、中村みき

2014年６月15日

第50回ひだ消化器病研究会

浜松市

2014年５月24日

２型糖尿病加療中にGAD抗体が陽性化した
２例

高山市

最近経験した１型糖尿病について

高山赤十字病院内科

高山赤十字病院内科

高橋佳大、中村晃久、野々村健太、柴田敏朗、

高橋佳大、柴田敏朗、中村晃久、野々村健太、

棚橋

棚橋

忍

忍

第60回岐阜県内科医会

第16回地域連携症例検討会

2014年11月23日

2014年９月17日

高山市

急性膵炎発症後、膵炎改善に伴って高カルシ
ウム血症が顕在化して診断し得た原発性副甲
状腺機能亢進症（pHPT）の１例

高山市

腹痛で発症した高齢者ヘノッホ・シェーンラ
イン紫斑病の1例
高山赤十字病院内科

高山赤十字病院内科

中村みき、白子順子、浮田雅人、下地圭一、

野々村健太、中村晃久、高橋佳大、柴田敏朗、

今井

奨、大西雅也、鷲見聡子
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第51回ひだ消化器病研究会

飛騨小児科懇話会（第25回）

2014年11月１日

2014年7月9日

高山市

上腸間膜動脈閉塞症の１例

好酸球性胃腸炎の１男児例

高山赤十字病院内科

高山赤十字病院小児科

黒川大祐、柴田敏朗、今井
白子順子、棚橋

高山市

奨、下地圭一、

忍

新井隆広、臼井新治、川尻美和、山岸篤至
飛騨小児科懇話会（第25回）

高山赤十字病院外科

2014年７月９日

高山市

田尻下敏弘、井川愛子

学校検尿で発見された腎性尿崩症の１例

第168回飛騨臨床医会
2015年３月20日

高山市

高山赤十字病院小児科
川尻美和、臼井新治、新井隆広、山岸篤至

肝硬変の高齢女性に発症した肝原発と考えら
れる卵黄嚢腫瘍の１例

高山赤十字病院内科

飛騨小児科懇話会（第26回）
2014年12月10日

高山赤十字病院内科

柴田敏朗

高山市

山内明日香、柴田敏朗、今泉俊則、中村晃久、
高橋佳大、野々村健太、浮田雅人、白子順子、
棚橋

忍

重複腎盂尿管に難治性尿路感染症を伴った１
女児例

第168回飛騨臨床医会

高山赤十字病院小児科

2015年３月20日

新井隆広、臼井新治、川尻美和、山岸篤至

高山市

飛騨小児科懇話会（第26回）
2014年12月10日

高山市

【招待講演】

パネルディスカッション 「新規経口血糖降
下剤のポジショニングを考える」
高山赤十字病院内科

柴田敏朗

【講演】

ミニレクチャー

医療安全の最近の考え方

高山赤十字病院小児科

山岸篤至

第105回高山市医師会学術講演会

岐阜県小児科懇話会（第164回）

2015年3月28日

2014年６月12日

高山市

小児科

岐阜市

こどもの食物アレルギー今昔
高山赤十字病院小児科

【学会発表】

煥章館セミナー

異なる経過をとった重症胎児母体間輸血症候
群の2例

川尻美和

市民の健康講座シリーズ

（第２回①）
2014年７月14日

高山市

高山赤十字病院小児科
臼井新治、新井隆広、川尻美和、山岸篤至、
三浦良介、近藤

應

食物アレルギー及びアナフィラキシーへの対
応

日本周産期・新生児医学会学術集会（第50回）

高山赤十字病院小児科

2014年7月14日

白川村食物アレルギー対応研修会

千葉県

2014年８月６日

低身長治療に悩む１女児例
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

白川村

川尻美和

2014年度
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脳梗塞後遺症患者に発症した上行結腸軸捻転
の2例
高山赤十字病院外科

末次智成、他

下呂市食物アレルギー対応研修会

第76回日本臨床外科学会

2014年８月６日

2014年11月21日

下呂市

食物アレルギー及びアナフィラキシーへの対
応
高山赤十字病院小児科

山岸篤至

福島県郡山市

CT検査により術前診断可能であった代用膀
胱穿孔の一例
高山赤十字病院外科

田尻下敏弘、他

高山市食物アレルギー対応研修会

第76回日本臨床外科学会

2014年10月17日

2014年11月22日

下呂市

食物アレルギー及びアナフィラキシーへの対
応
高山赤十字病院小児科

川尻美和

飛騨市食物アレルギー対応研修会
2014年11月20日
外

福島県郡山市

岐阜県における御嶽山被災者医療救援活動
高山赤十字病院外科

白子隆志

第20回日本集団災害医学会総会
2015年２月28日

東京

飛騨市

御嶽山噴火災害、岐阜県側小坂口（濁河温
泉）における救護活動

科

高山赤十字病院外科
【全国学会】

第20回日本集団災害医学会総会

成人腸重積10例の検討
高山赤十字病院外科

2015年２月28日

東京

坂野 慎哉、他

第69回日本消化器外科学会
2014年７月17日

山㟢順久、他

福島県郡山市

一般演題46「広域医療搬送」
高山赤十字病院外科

座長

白子隆志

第20回日本集団災害医学会総会

広範な壊死を伴った直腸癌穿通フルニエ壊疸
の１例
高山赤十字病院外科

浅井竜一、他

第52回日本癌治療学会
2014年８月30日

横浜

2015年２月28日

東京

当院における高齢者（80歳以上）腹部緊急
手術の検討
高山赤十字病院外科

末次智成、他

第51回日本腹部救急医学会

再発に対する集学的治療により長期生存を得
ているS状結腸癌の1例
高山赤十字病院外科

井川愛子、他

2015年３月６日

京都府京都市

術前に診断し得たメッケル憩室炎の1例

第76回日本臨床外科学会

高山赤十字病院外科

2014年11月21日

第51回日本腹部救急医学会

福島県郡山市

2015年３月６日

西脇崇裕貴、他

京都府京都市

S状結腸子宮瘻の1例
高山赤十字病院外科

沖一匡、他

第76回日本臨床外科学会
2014年11月21日

福島県郡山市

【地方会】

フルニエ症候群合併直腸癌の１例
高山赤十字病院外科

田尻下敏弘、他

第50回ひだ消化器病研究会
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2014年５月24日

高山

（2014.11）

当院で経験した特発性気腹症3例の検討
高山赤十字病院外科

末次智成、他

心肺蘇生中に自らも心配停止に陥った肥大型
心筋症の1例

消化器病学会東海支部120回例会

高山赤十字病院外科

白子隆志, 他

2014年６月14日

日本救急医学会会誌

25巻 12号（2014.11）

岐阜

フィルムリーディング解説

【講義・講演会】

高山赤十字病院外科

井川愛子、他

第11回日本乳癌学会

中部地方会

2014年９月14日

岐阜県岐阜市

「Skin flap」「skin graft」「Amputation」
高山赤十字病院外科

第8回災害外傷セミナー
2014年９月27日

診断に難渋した乳癌術後12年目で発症した
癌性腹膜炎の1例
高山赤十字病院外科

末次智成、他

第11回日本乳癌学会

中部地方会

2014年９月14日

白子隆志

名古屋市

乳がんについて知ろう
いために～
高山赤十字病院外科

～むやみに怖がらな
井川愛子

平成26年度第5回煥章館セミナー

岐阜県岐阜市

2014年10月20日

高山市

成人腸重積12例の検討
高山赤十字病院外科

末次智成、他

「飛騨地域の救急の現状と医療連携」

第51回ひだ消化器病研究会

高山赤十字病院外科

2014年11月１日

第3回地域医療を考える会

高山

高山赤十字病院外科

第51回ひだ消化器病研究会
2014年11月１日

2014年11月１日

佐野文

白子隆志

岐阜市

座長

一般演題心肺蘇生

高山

座長

高山赤十字病院外科

CTにて術前診断したメッケル憩室炎の1例
高山赤十字病院外科

西脇崇裕貴、他

白子隆志

第17回日本救急医学会中部地方会
2014年11月29日

甲府市

第168回飛騨臨床医会
2015年３月20日

高山赤十字病院

御嶽山噴火災害における岐阜県の活動報告
高山赤十字病院外科

【誌上発表】

白子隆志

第５回鳥取赤十字病院災害医療セミナー

災害と子どもの健康（第8回）災害時の子ど
もの外科治療（解説）
高山赤十字病院外科

白子隆志

チャイルドヘルス

17巻４号 Page279-281

2015年２月７日
高山赤十字病院外科

鳥取市

（2014.04）

白子隆志

岐阜市防災リーダー養成講座 「災害医療活動」
2014年６月20日

岐阜市

御嵩町防災リーダー養成講座 「災害医療活動」

外傷性横隔膜ヘルニア4例の検討
高山赤十字病院外科

白子 隆志, 他

日本救急医学会中部地方会誌

10巻 Page1-4

2014年11月30日

御嵩町

可児市防災リーダー養成講座 「災害医療活動」
2014年12月14日

可児市

八百津町防災リーダー養成講座 「災害医療活動」
2015年１月18日

八百津町

2014年度

高山赤十字病院外科
2015年３月21日
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第39回 日本脳卒中学会総会 STROKE 2014

第５回岐阜ストーマリハビリ

2014年３月13日～15日

大阪国際会議場

テーション講習会
消化管ストーマ造設が必要な疾患

乳がん手術後に急速な増大を認めた多発性骨
髄腫の１例

講師

高山赤十字病院脳神経外科

脳神経外科

山内圭太、中島大樹、野中裕康、加藤雅康、
【学会発表】

竹中勝信

はじめてのクリッピング（３例）

名古屋第二赤十字病院脳神経外科

高山赤十字病院脳神経外科

たかだクリニック

村井博文、植松幸大、山内圭太、加藤雅康、

第17回岐阜県脳神経外科懇話会

竹中勝信

2014年７月５日

2014年

山口純矢

高田光昭
岐阜市

岐阜脳神経外科カンファランス

2014年１月26日 岐阜大学サテライトキャンパス

脳卒中発症予防
高山赤十字病院脳神経外科

良好な結果が得られた救命センターにおける
脳卒中患者の口腔外科受診とチーム口腔評価
施行の報告

竹中勝信、加藤雅康、野中裕康
第16回地域連携症例検討会
2014年９月17日

高山市

高山赤十字病院看護部
長田敬子、岩腰紀子、渡辺洋子、坪内葉子
高山赤十字病院内科
杉田

渉、田中

棚橋

忍

稔、白子順子、今井

努、

高山赤十字病院脳神経外科
野中裕康、竹中勝信、加藤雅康

高山赤十字病院脳神経外科

竹中勝信

第16回地域連携症例検討会

第29回日本静脈経腸栄養学会学術集会
2014年２月10日

心原性脳塞栓症により、減圧開頭術を行った
１例

2014年９月17日

高山市

横浜国際会議場

乳癌術後の経過中に急速な増大を認めた皮下
腫瘤の１例

抗乳腺腫瘍剤（メピチオスタン）の頭蓋内腫
瘍（髄膜腫）に対する腫瘍縮小効果
高山赤十字病院薬剤部

高山赤十字病院脳神経外科

洞口拓也、吉岡史郎

中島大樹、山内圭太、加藤雅康、竹中勝信

高山赤十字病院脳神経外科

高山赤十字病院外科

井川愛子

竹中勝信、加藤雅康

高山赤十字病院病理

岡本清尚

第24回日本医療薬学会年会

高田クリニック

2014年９月28日

高田光昭

名古屋第二赤十字病院脳神経外科

山口純矢

視覚的情報カードを用いた高次脳機能障害患
者に対する転倒・転落予防対策

第166回飛騨臨床医会
2014年３月28日

名古屋国際会議場

高山市

高山赤十字病院回復期リハビリ病棟

急性期脳梗塞rt-PA治療におけるラジカット
同時投与効果の検討
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、加藤雅康、山内圭太、林
山田哲哉、植松幸大、村井博文

片岡宏美、坂腰朋子、中ノ瀬裕美、吉田和子
高山赤十字病院脳神経外科
加藤雅康、竹中勝信

克彦、

日本赤十字社学会総会
2014年10月23日

熊本市

高山赤十字病院紀要（第 3 9号）
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内頚動脈狭窄症の１例

disease, is associated with blood
pressure.

高山赤十字病院脳神経外科
西脇崇裕貴、野中裕康、竹中勝信、加藤雅康

Koizumi A, Kobayashi H, Liu W, Fujii Y,

脳梗塞領域における病診連携に関する座談会

Senevirathna ST, Nanayakkara S, Okuda H,

2014年10月8日

Hitomi T, Harada KH, Takenaka K, Watanabe

高山市

T, Shimbo S.

SIMULTANEOUS ADMINISTRATION OF
EDARAVONE AND RT-PA IN ACUTE
CEREBRAL ISCHEMIC STROKE
PATIENTS
K.Takenaka, M.Kato, K.Yamauchi, Y.Nonaka
9th

World Stroke Congress

22-25 October 2014

Environ Health Prev Med. 18：

121-129，2013

Simultaneous administration of
recombinant tissue plasminogen
activator and edaravone in acute
cerebral ischemic stroke patients.
Takenaka K, Kato M, Yamauti K, Hayashi K.

Istanbul Turkey

J Stroke Cerebrovasc Dis. 23：2748-2752，2014

高齢者の頭蓋内髄膜腫に対する薬物治療
（抗エストロゲン剤（mepitiostane）の経
口投与
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、加藤雅康、野中裕康
高山赤十字病院薬剤部

飛騨地域のかかりつけ医を対象とした脳卒中
発症予防に関する意識調査
―非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳
卒中の発症抑制剤（新規抗凝固薬）の登場前
後の変化―

洞口拓也、吉岡史郎

高山赤十字病院脳神経外科

第30回岐阜県病院協会医学会

竹中勝信、加藤雅康、村井博文、植松幸大、

2014年10月26日

山内圭太

郡上市

月刊地域医学

夜間繰り返す転倒により慢性硬膜下血腫をき
たし、術後にロゼレムへ変更した１例
高山赤十字病院脳神経外科
大村一史、竹中勝信、加藤雅康、野中裕康

28：320-327、2014

Clinically mind encephalitis/
encephalopathy with a reversible
splenial lesion(MERS)の1成人例

第167回飛騨臨床医会

高山赤十字病院内科・脳神経外科

2014年10月31日

中村晃久、林

高山市

祐一、矢ヶ崎裕人、堀部永俊、

竹中勝信、犬塚
日本内科学会雑誌

【論文】

Toxicokinetics of perfluoroalkyl
carboxylic acids with different carbon
chain lengths in mice and humans.
Fujii Y, Niisoe T, Harada KH, Uemoto S,
Ogura Y, Takenaka K, Koizumi A.

貴

J Occup

102：3223-3226、2013

認知機能障害を伴う高次脳機能障害患者に対
する転倒・転落予防対策 −回復期リハビリ
テーション病棟における視覚的情報カードの
活用と安全性の評価−

Health.

高山赤十字病院

2014 Nov 21. Online publication

片岡宏美、坂腰朋子、中ノ瀬裕美、吉田和子、
竹中勝信

P.R4810K, a polymorphism of RNF213,
the susceptibility gene for moyamoya

Brain Nursing 30：94-100、2014

2014年度

投稿論文・学会発表・他
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2014年９月27日

脳・動脈硬化から身を守る 元気で生き生き。
ピンピンころりの人生をお話しします。
高山赤十字病院脳神経外科

竹中勝信

高山市

上宝支所

飛騨ノックアウト脳梗塞の報告
高山赤十字病院脳神経外科

竹中勝信

市民の健康講座（国府）

第3回GIFU Network Meeting

2014年７月３日

専門医の連携を深める会―

高山市こくふ交流センター

大会議室

2014年10月１日

岐阜市

－実地医療と

岐阜都ホテル

ルンバール・糸結びの実習
内頚動脈狭窄症の診断と治療
を含めて－

高山赤十字病院脳神経外科
野中裕康、竹中勝信、加藤雅康
飛騨高山

高山赤十字病院脳神経外科

HANDS ON（ハンズオン）

2014年７月15日

高山市

脳神経外科外来

野中裕康

脳梗塞領域における病診連携に関する座談会
2014年10月８日

食の安全・安心

－最近の症例

高山市

ひだホテルプラザ

―食生活と生活習慣病―

高山赤十字病院脳神経外科

脳卒中治療の現場から予防活動への提言

竹中勝信

平成26年度岐阜県畜産職員連盟夏期研修会

高山赤十字病院脳神経外科

2014年７月16日

飛騨地域の脳卒中対策を考える学習会（地

会

岐阜市

岐阜県農業共済連合

域・職域連携推進事業）

大会議室

2014年10月８日

「脳から身を守ろう」ソーシャルリスクマ
ネージメント
高山赤十字病院脳神経外科

竹中勝信

口腔保健に関する講演会
2014年８月９日

竹中勝信

市民公開講座

高山市民文化会館

飛騨総合庁舎

高山赤十字病院脳神経外科

小ホール

脳卒中0次予防～脳動脈瘤の原因遺伝子を追
いかけて～
竹中勝信

２階

全員参加型脳卒中診療―ひだ0次予防の試
みー
竹中勝信

第14回呉東脳外科医勉強会
2014年11月７日

高山赤十字病院脳神経外科

高山市

黒部市

ホテルアクア黒部

【表彰】
優秀演題賞

竹中勝信

中濃プラビックス学術講演会

「高齢者における無症候性頭蓋内髄膜腫への薬物

2014年８月２日

治療（経口抗エストロゲン剤（mepitiostane））」

関市 中濃厚生病院 ２階研修

室

第30回岐阜県病院協会医学会

セカンドインパクトシンドロームについて
－高校生と生活習慣病について－
高山赤十字病院脳神経外科

竹中勝信

修了証書

竹中勝信

厚生労働省の定める認知症サポート医養成研修

養護教諭の自主的な勉強会
2014年８月30日

【資格】

高山市

を修了
女性青少年会館

講

2014年12月14日

習室
【招待講演】

脳・動脈硬化から身を守る 元気で生き生き。
ピンピンころりの人生をお話しします。
高山赤十字病院脳神経外科
市民の健康講座（上宝）

竹中勝信

「高山てんかん治療を考える会・2014」―
連携医療の構築に向けてー
2014年２月22日

高山市

グリーンホテル

「てんかんの地域診療連携の構築について」

高山赤十字病院紀要（第 3 9号）

76

国立精神・神経医療研究センター病院
外科

部長

脳神経

2015年２月21日・22日

名古屋

大槻泰介先生
耳鼻咽喉科

[特別講演]

「脳梗塞とTIA～新たな治療戦略」
川崎医科大学付属病院
室

教授

副院長

当科における下咽頭診察の工夫

脳卒中医学教

木村和美

内藤裕介、高畠

第166回飛騨臨床医会
2014年３月28日

隆、安藤健一

第29回岐阜耳鼻咽喉科・頭頚部外科懇話会

高山市

高山赤十字病院

「悪性脳腫瘍の診断と治療」
県立下呂温泉病院

高山赤十字病院耳鼻咽喉科

2014年４月５日

じゅうろくプラザ

頸部に発生した血管肉腫の１例

脳神経外科

部長

三輪

高山赤十字病院耳鼻咽喉科

和弘

高畠

高山脳腫瘍研究会

第30回岐阜耳鼻咽喉科・頭頚部外科懇話会

2014年６月20日

高山市

ひだホテル

「高齢化時代の積極的脳卒中予防」
秋田県立脳血管研究センター
部

部長

長田

乾

神経内科学研究

先生

隆、内藤裕介、安藤健一

2014年11月１日

じゅうろくプラザ

持続性吃逆を来した帯状疱疹ウイルス感染症
症例の検討
高山赤十字病院耳鼻咽喉科

飛騨脳卒中医療連携カンファレンス

内藤裕介、小原奈津子、高畠

2014年９月20日

第167回飛騨臨床医会

高山市

高山グリーンホテル

2014年10月31日

隆、安藤健一

高山赤十字病院

産婦人科

子宮仮性動脈瘤破裂の一例
た産後出血の台頭を考える

地域性を考慮し

睡眠時無呼吸症候群とは
いますか～
高山赤十字病院耳鼻咽喉科

高山赤十字病院産婦人科

～いい眠りできて
安藤健一

市民の健康講座シリーズ第４回

島岡竜一、伴真由子、成川

希、小倉寛則、

2014年９月８日

高山市図書館（煥章館）

脇田勝次

手術適応についての検討

岐阜産科婦人科学会学術集会
2014年12月７日

岐阜

高山赤十字病院耳鼻咽喉科

内藤裕介

飛騨耳鼻科講演会

肺移植後妊娠の経腟分娩における周産期出血
量の検討

2014年９月13日

当科における頭頚部癌治療の現状

高山赤十字病院産婦人科
島岡竜一、伴真由子、成川

希、脇田勝次

高山赤十字病院耳鼻咽喉科

第135回東海産科婦人科学会

飛騨耳鼻科講演会

2015年２月21日・22日

2014年９月13日

名古屋

当科で経験した卵管癌の１症例
高山赤十字病院産婦人科
成川

希、島岡竜一、伴真由子、脇田勝次

第135回東海産科婦人科学会

安藤健一

2014年度
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崇城大学ホール

救命センター
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他

放射線科

【学会発表】

ホットラインにおける患者情報の伝達と共有
の現状
高山赤十字病院看護部（救命センター）
坪之内建治、大塚智美、平腰知代子、
牛丸由加里

【学会発表】

クイズ皆で一緒に考えましょう「当院の症例
より出題」
高山赤十字病院放射線科

第17回日本救急医学会中部地方会

総会・学術

集会
山梨県甲府市

渉

第44回核医学談話会
2014年８月23日

2014年11月29日

中西

高山市

山梨大学甲府

時間外頭部MRI検査におけるDot Engineの
有用性

キャンパス

ホットラインでの患者情報共有における看護
師の役割～救急隊、看護師、医師のアンケー
ト調査を行って～

高山赤十字病院放射線科
北村裕貴、畑中信吾、岩佐成彦、山下光弘、
山口忠夫

高山赤十字病院看護部（救命センター）

第51回MR技術研究会

坪之内建治、大塚智美、平腰知代子、

2014年６月28日

高山市

牛丸由加里

施設紹介

第３回岐阜県看護学会
2014年12月13日

岐阜県岐阜市

ふれあい福寿

会館

高山赤十字病院放射線科

山下光弘

日本赤十字社東海・北陸ブロック研修会
2014年９月６日

名古屋市

口腔外科

当院における造影CT検査の緊急時対応シス
テムの構築

【分担執筆】

今日の治療指針
2015年版
ポケット版

私はこう治療している

高山赤十字病院放射線科
今井丈晴、宮田奈美、田中知哲、古町

普通版

彰、

山口忠夫、船坂幸乃、山下晶子、

歯科口腔外科疾患

竹中勝信、白子隆志

P1466～1467

第50回日本赤十字社医学会総会

口臭

2014年10月17日

高山赤十字病院歯科口腔外科

今井

熊本市

努

超音波検査の新人教育について
【口演発表】

高山赤十字病院放射線科

当院歯科口腔外科における10年間の悪性腫
瘍の治療成績について

川邊美穂、今井丈晴、田中知哲、山下光弘、
山口忠夫

高山赤十字病院歯科口腔外科

第38回超音波研究会

今井

2014年11月8日

努、大久保恒正

岐阜大学大学院医学研究科
口腔病態学分野教室

病態制御学講座

糖尿病性認知症患者への脳血流シンチ

柴田敏之

第50回日本赤十字社医学会総会
2014年10月16～17日

高山市

熊本県熊本市

高山赤十字病院放射線科
市民会館

中西

渉、畑中信吾、岩佐成彦、中田幸博、
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山口忠夫

検査部

第45回岐阜県診療放射線技師会
2015年２月21日

核医学談話会

羽島郡笠松町

血管造影検査におけるクイズ ～みんなで一
緒に考えましょう～「心臓血管領域から」

【ポスター発表】

がん教育の試み
場へ～

～市民公開講座から教育現

高山赤十字病院緩和ケアチーム

高山赤十字病院放射線科

吉坂陽子、井川愛子、井口華菜、上野恵子、

中西

渉、畑中信吾

浮田雅人、澤

裕佳、芝

第42回血管造影技術研究会

中田幸博、西

聡子、若田きみ子

2015年３月７日

第50回日本赤十字社医学会

高山市

2014年10月16日・17日

CR撮影条件のアンケート結果（飛騨地区に
おける）
高山赤十字病院放射線科

橋本翔太

第２回飛騨地区勉強会
2015年３月14日

高山市

寛志、田和亜樹、

熊本市民会館

【院内合同研究発表会】

EUS-FNA細胞診により診断しえた胃類上皮
型GISTの１例
高山赤十字病院検査部
舟橋信司、平塚友香莉、中村淳博、岡本清尚

当院におけるCR撮影条件の再検討
高山赤十字病院放射線科

【院外講師】

ソノグラファーに必要な左房評価と心不全評
価の基礎知識

高山市

【教育講演】

高山赤十字病院検査部

読影講座・胃X線検査レポートの書き方、用
語の使い方
高山赤十字病院放射線科

倉家

淳

岐阜県臨床検査技師会、臨床生理部門研修会
2014年11月29日

高山赤十字病院

中井良則

第41回消化器画像研究会
2014年11月15日

高山赤十字病院

中岡靖博

第２回飛騨地域勉強会
2015年３月14日

2014年２月12日

養老郡養老町

症例から経験者の考え方を学ぼう
域・血管領域・循環器領域～
高山赤十字病院検査部

【講義】

倉家

～体表領

淳

第62回東海エコーカンファランス

牛角胃、横胃の前庭部の撮影と噴門部の撮影

2015年３月８日

名古屋第二赤十字病院

東海北陸放射線研修委員会学術部技術指導員
薬剤部

中井良則
放射線研修委員会初心者コース３（撮影応用
編）日本消化器がん検診学会東海北陸支部
2015年1月24日

入院サポートセンター開設に伴う、薬剤師の
新たな業務展開 －地域連携型の術前休薬対
応を開始して－

関市

読影・レポ－ティング
高山赤十字病院放射線科

【学会・研究会発表】

中井良則

高山赤十字病院薬剤部

若田達朗

日本診療放射線技師基礎講習「消化管撮影」

第30回東海医療薬学シンポジウム

2015年１月25日

2014年７月26日

岐阜市

シンポジストとして参加

名古屋ルーセントタワー（名古屋市）

2014年度

投稿論文・学会発表・他

高山赤十字病院におけるDPP-4阻害剤の使
用動向調査
高山赤十字病院薬剤部
井上
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平成26年度第２回岐阜県院内感染防止加算病院
合同カンファランス
2014年11月26日

昇、吉岡史郎

「皮膚・軟部組織感染症」「尿路感染症」

第20回岐阜県糖尿病セミナー
2014年８月９日

岐阜大学サテライトキャンパ

症例に対してファシリテーターとして参加
高山赤十字病院薬剤部

ス（岐阜市）

上田秀親

第２回東海地区感染制御研究会

抗乳腺腫瘍剤（メピチオスタン）の頭蓋内腫
瘍（髄膜腫）に対する腫瘍縮小効果

抗菌薬セミナーベーシックコースB
2014年12月23日

ウインクあいち（名古屋）

高山赤十字病院薬剤部

クロストリジウム・ディフィルシル感染症多
発事例への介入と考察

洞口拓也、吉岡史郎
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、加藤雅康、野中裕康

高山赤十字病院薬剤部

第24回日本医療薬学会年会

上田秀親、吉岡史郎

2014年９月28日

高山赤十字病院医療安全推進課

名古屋国際会議場（名古屋

市）

高山赤十字病院検査部

後藤泰代

橋渡彦典

高山赤十字病院内科

クロストリジウム・ディフィルシル感染症多
発事例に対する介入

細江敦典、西尾

優

日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学東海
支部

高山赤十字病院ICT
後藤泰代、細江敦典、西尾

優、都竹智香子、

池本滋子、上田秀親、橋渡彦典

院内合同研究発表会
2015年３月12日

第50回日本赤十字社医学会
2014年10月16日・17日
一番館

熊本市国際交流会館

リハビリテーション課

熊本ホテルキャッスル（熊本市）
【誌上発表】

クロストリジウム・ディフィルシル感染症多
発事例への介入と考察

老健施設におけるリハビリテーションの現状
と課題

高山赤十字病院薬剤部

はなさと

上田秀親、吉岡史郎

上野正典、田中みどり、今井靖幸、渡邉朝子

高山赤十字病院医療安全推進課
高山赤十字病院検査部

後藤泰代

橋渡彦典

理学療法士
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2015年３月１日

高山赤十字病院内科
細江敦典、西尾

優

日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学東海
支部

合同学術大会2014

2014年11月９日

【学会発表】

心身機能や活動が転倒に及ぼす影響
はなさと

理学療法士

上野正典、田中みどり、今井靖幸、渡邉朝子、
田中裕子

クロストリジウム・ディフィルシル感染症多
発事例に対する介入
高山赤十字病院ICT
後藤泰代、細江敦典、橋渡彦典、上田秀親

第25回全国老人保健施設大会
2014年10月16日

岩手
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糖尿病教育入院パスの取り組み～多職種によ
るアウトカム評価～

看護部
【学会発表】

高山赤十字病院 クリニカルパスマネジメント

頭部挙上運動に抵抗運動を加えた訓練の検討
高山赤十字病院看護部

岩腰紀子

委員会、クリニカルパス委員会
大坪恵子、重盛紀子、前田雅人、三瀬かおり

高山赤十字病院リハビリテーション科

第15回日本クリニカルパス学会学術集会

若田浩志、中野美穂子

2014年11月14日・15日

日本大学大学院総合社会情報研究科

岩腰紀子

第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学
術大会
2014年９月６日

福井市

東京

クロストリジウム・ディフィシル感染症 多
発事例に対する介入

ホットラインにおける患者情報の伝達の共有
の現状
～救急隊、看護師、医師のアンケート調査を
行って～
高山赤十字病院看護部：救命救急センター
坪之内建治、大塚智美、平腰知代子、

高山赤十字病院ICT

牛丸由加里

後藤泰代、西尾

第17回日本救急医学会中部地方会

優、池本滋子、都竹智香子、

細江敦典、橋渡彦典、上田秀親

集会

第50回日本赤十字社医学会総会

2014年11月29日

2014年10月16日

総会・学術

甲府市

熊本市

震災を想定した手術室災害訓練を実施して

ホットラインでの救急隊・看護師・医師の患
者情報共有に関する調査

高山赤十字病院看護部：手術室

高山赤十字病院看護部：救命センター

森前由美

坪之内建治、大塚智美、平腰知代子、

道洞淳子

第50回日本赤十字社医学会総会

牛丸由加里

2014年10月16日・17日

第３回岐阜県看護学会

熊本市

2014年12月13日

多職種・多診療科が関わる部署の医療安全管
理
高山赤十字病院看護部・医療安全推進室
上野博子、西尾

優、前田雅人、加藤雅康、

岐阜市

【その他の発表】

施設サービス計画書に対する利用者
意識調査

家族の

望月崇伯、神出佳子、田中知哲、大宮利恵美、

高山赤十字病院看護部：はなさと

大西一彦、栗本江里子、後藤泰代、林

井口尚美、川上さなえ、渡邉晶代、岩佐充恵、

将希

第50回日本赤十字社医学会総会

上野三千代

2014年10月17日

第25回全国介護老人保健施設大会

熊本市

2014年10月16日

電子パス推進における看護師の役割～パスマ
ネージャーの設置～
高山赤十字病院 クリニカルパスマネジメント

盛岡市

クロストリジウム・ディフィシル感染症 多
発事例に対する介入

委員会、クリニカルパス委員会

高山赤十字病院ICT

重盛紀子、大坪恵子、前田雅人、大宮公治、三

後藤泰代、細江敦典、橋渡彦典、上田秀親

瀬かおり

平成26年度第２回岐阜県院内感染防止加算病院

第15回日本クリニカルパス学会学術集会

合同カンファランス 事例発表（口頭）

2014年11月14日・15日

2014年10月26日

福井市

岐阜市

2014年度

施設サービス計画書に対する利用者
意識調査

投稿論文・学会発表・他

家族の

高山赤十字病院看護部：はなさと
井口尚美、渡邉晶代、岩佐充恵、上野三千代
第29回 岐阜県老健大会
2014年11月9日

大垣市

看護師の立場から「HOTと健康相談室のあ
ゆみとこれから」
高山赤十字病院看護部：健康相談室
芥川かおり
第24回飛騨在宅酸素療法研究会
パネルディスカッション
テーマ[飛騨地域における在宅酸素療法の未来
像～2025年問題を見据えて～]
2014年11月15日

高山市

【誌上発表】

吸引Ｑ＆Ａ、退院指導Ｑ＆Ａ
高山赤十字病院

回復期リハビリテーション病

棟
岩腰紀子、（編集：新横浜リハビリテーション
病院）寺見雅子
“経口摂取の可能性”を探る
実践ガイド

摂食・嚥下ケア

学研メディカル秀潤社

148-157、183-193、2014
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