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山陰労災病院業績集 
（2017 年 1 月～12 月） 

***************************************************************** 

【院 長】 
《論 文》 
●	 Severe demyelination in a patient with a 
late infantile form of Niemann-Pick 
disease type C. 
Kodachi T, Matsumoto S, Mizuguchi M, Osaka 
H, Kanai N, Nanba E, Ohno K, Yamagata T 
Neuropathology、37(5)：426-430、2017 
 

《著 書》 
●	 ［先天代謝異常症のタンパク質ミスフォー
ルディングに対する治療：薬理学的シャペロ
ンとタンパク質恒常性制御因子］難病研究
up-to-date 臨床病態解析と新たな治療法
開発を目指して 
大野耕策 
遺伝子医学MOOK32、メディカルドウ、2017 
 

《学会発表》 
●	 「人一倍敏感な子」の性格を背景にした不登
校の特徴 
大野耕策、清水敬太、船田裕昭、林篤、新澤毅 
第 100 回山陰小児科学会、米子市、2017.10 

 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 発達障害と呼ばれる子を社会に送り出すた
めに 
大野耕策 
平成 28年度地域リハビリテーション推進事業職
員研修会、米子市、2017.2 
 

●	 発達障がいと不登校 
大野耕策 
大田市MMの会 春のスペシャル研修会、大田市、
2017.3 
 

●	 自閉症・発達障害の原因と新しい治療 
大野耕策 
発達障がい児親の会CHERRY研修会、米子市、
2017.3 
 

●	 不登校と子どものうつ病の背景にあるもの 
大野耕策 

第 230 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.5 
 

●	 発展する特別支援教育と発達障害の治療薬 
大野耕策 
第 6期大野耕策先生と学ぶステップアップ勉強会、
米子市、2017.8 
 

●	 発達障がいと関係する最近の話題 
大野耕策 
鳥取県立米子養護学校医学講座、米子市、2017.9 
 

●	 Management of Autistic Children in 
Japan. 
大野耕策 
インドネシア神経学会、ソロ市、2017.9 
 

●	 発達障がいのある生徒への指導と支援 
大野耕策 
鳥取県立倉吉東高特別支援教育教職員研修会、倉
吉市、2017.9 

 
●	 こどもの心が健全に発達するために第 1回
～手のかかる子かからない子～ 
大野耕策 
米子市タムタムスクール、米子市、2017.9 
 

●	 子どもを取り巻く環境のユニバーサルデザ
イン 
大野耕策 
医教連携ユニバーサルデザインセミナー、米子市、
2017.10 
 

●	 こどもの心が健全に発達するために第 2回
～上手に褒める、上手に叱る～ 
大野耕策 
米子市タムタムスクール、米子市、2017.10 
 

●	 発達障害治療の地域連携とコンサータの 10
年間の処方経験 
大野耕策 
Janssen ADHD Clinical Conference、東京都、
2017.11 
 

●	 健康で長生きするために 
大野耕策 
米子市生涯現役促進協議会市民向け啓発セミナー、
米子市、2017.11 

 
***************************************************************** 

【内科】【消化器内科】 
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《論 文》 
●	 B型慢性肝疾患に対するアデホビル・ピボキ
シル長期投与症例における腎機能の検討 
岸本幸廣、周防武昭、西向栄治、前田直人、 
今本龍、角田宏明、大谷英之、向山智之、 
謝花典子、磯本一 
鳥取医学雑誌、45(1)：25-29、2017 
 

《学会発表》 
●	 膵管非癒合に由来した反復性膵炎に対して
副乳頭の内視鏡治療を行った２例 
西向栄治、今本 龍、角田宏明、大谷英之、向山
智之、前田直人、謝花典子、岸本幸廣、磯本一、
山崎 慎、中村 純、河本博文 
第107回日本消化器病学会中国支部例会、広島市、
20107.6 
 

●	 内視鏡的結紮術（EVL）が有用だった直腸
Dieulafoy 潰瘍の１例 
角田宏明、今本 龍、大谷英之、向山智之、西向
栄治、前田直人、謝花典子、岸本幸廣、矢田貝千
尋、磯本一 
第 118 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会、 
広島市、2017.6 
 

●	 術前診断が困難であった胃mixed 
adenoneuroendocrine carcinomaの一例 
向山智之、星野由樹、角田宏明、今本 龍、 
西向栄治、前田直人、謝花典子、岸本幸廣、 
磯本一 
第108回日本消化器病学会中国支部例会、山口市、
2017.11 
 

●	 胃空腸吻合部の悪性狭窄にステント留置術
が有効であった十二指腸癌の１例 
星野由樹、今本 龍、角田宏明、向山智之、 
西向栄治、前田直人、謝花典子、岸本幸廣、 
磯本一 
第 119 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会、 
山口市、2017.11 
 

●	 米子市における胃内視鏡検診の現状と課題 
謝花典子、磯本一、三浦邦彦 
第 93回日本消化器内視鏡学会総会、大阪市
2017.5 
 

●	 米子市における胃内視鏡検診の参加要件の
実態と技術向上への工夫 
謝花典子、向山智之、八島一夫、濱本哲郎、野坂
美仁、岸本幸廣、磯本一、三浦邦彦 

第56回日本消化器がん検診学会総会、つくば市、
2017.6 
 

●	 米子市における胃内視鏡検診の現状と課題
～導入の経緯とその後の展開を含めて～ 
謝花典子 
第 55回日本消化器がん検診学会大会、福岡市、
2017.10 
 

●	 ５年が経過した静岡市胃がん内視鏡検診、そ
の現状と課題 
謝花典子 
第48回日本消化器がん検診学会中国四国地方会、
高松市、2017.12 
 

●	 米子市における胃がん検診の現状と課題 
～今できること～ 
謝花典子、向山智之、八島一夫、濱本哲郎、野坂
美仁、岸本幸廣、磯本一、三浦邦彦 
第48回日本消化器がん検診学会中国四国地方会、
開催地名、開催年月日 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 対策型胃内視鏡検診の現況と今後の課題 
～鳥取県米子市の胃がん検診の検討から～ 
謝花典子 
第 31回福井県胃・大腸検診研究会、福井市、
2017.3 
 

●	 Current status and issues regarding 
endoscopic screening for gastric cancer 
in Yonago City, Tottori Prefecture 
－Including the history of screening 
introduction and subsequent 
developments－ 
謝花典子 
Japan Digestive Disease Week 2017、福岡市、
2017.10 
 

***************************************************************** 

【糖尿病･代謝内科】 
《講演会･研究会･研修会》 
●	 糖尿病ってなんだろう？ 

宮本美香 
世界腎臓病デーIN米子、米子市、2017.3 
 

●	 最新の糖尿病治療  
宮本美香 
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第 10 回臨床糖尿病セミナー、米子市、2017.3 
 

●	 血糖コントロールの急激な悪化症例 
宮本美香 
第 34回鳥取県西部糖尿病療養指導研究会、 
米子市、2017.6 
 

●	 糖尿病治療最近の話題 
宮本美香 
鳥取県病院薬剤師会西部支部定期研修会、米子市、
2017.8 
 

●	 糖尿病合併症の検査と治療 
宮本美香 
倉吉市内科・眼科連携学術講演会、米子市、2017.9 
 

●	 当院外来紹介初診患者の検討～当院急性心
筋梗塞発症時に糖尿病が診断された症例～ 
宮本美香、櫻木哲、塩地英希 
糖尿病早期診断・治療研究会、米子市、2017.10 
 

***************************************************************** 

【呼吸器･感染症内科】 
《論 文》 
●	 抗菌薬投与により治療的に診断した肺放線
菌症の臨床的検討 
武本祐、加藤和宏、角南良太、福谷幸二、 
松本行雄、清水英治 
鳥取医学雑誌、45(2)：80-84、2017 
 

《学会発表》 
●	 大腸癌患者に生じた気道侵襲性肺アスペル
ギルス症の１例 

武本祐、角田宏明、角南良太、加藤和宏、 
福谷幸二、松本行雄 
第 57回日本呼吸器学会中国・四国地方会、 
高知市、2017.7 
 

●	 当院で経験した肺Mycobacterium 
abscessus 症の１例 
武本祐、角南良太、加藤和宏、福谷幸二、 
松本行雄 
第 117 回日本内科学会 中国地方会、出雲市、
2007.11 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 『タバコ肺』について一緒に考えませんか？ 

武本祐 

第 231 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.6 
 

***************************************************************** 

【循環器科】 
《論 文》 
●	 一地方都市病院における小児尿酸高値の小
児症例の特徴 
太田原顕、水田栄之助、林篤、藤田晋一、 
山本一博、久留一郎 
痛風と核酸代謝、41(1)：7-11、2017 
 

●	 高尿酸血症・痛風─診断と治療の新展開診療
ガイドライン作成の現状─ 
太田原顕 
Current Therapy、35(7)：622-627、2017 
 

《学会発表》 
●	 RCAの CTO病変に対して，DCBによる治
療を行った一例 
友森匠也、中村研介、水田栄之助、足立正光、太
田原顕、笠原尚、遠藤哲、尾﨑就一 
第 23回日本心血管インターベンション治療学会
(CVIT)中国・四国地方会、岡山市、20017.9 
 

●	 肺動脈生体弁置換術後の生体弁狭窄にバル
ーン拡張術を施行した一例 
友森匠也、遠藤哲、中村研介、佐々木直子、 
水田栄之助、足立正光、太田原顕、笠原尚、 
尾﨑就一 
第 65回日本心臓病学会学術集会、大阪市、2017.9 
 

●	 タイトルシンポジウム 腎性低尿酸血症診
療ガイドライン クリニカルクエスチョン
(CQ)その２：運動後急性腎障害に対するキ
サンチンオキシドレダクターゼ阻害薬の使
用 
太田原顕 
第 30回日本痛風核酸代謝学会、東京都、2017.2 
 

●	 無症候性高尿酸血症治療に関する医師の意
識調査 
太田原顕、水田栄之助、山本一博、久留一郎 
第 30回日本痛風核酸代謝学会、東京都、2017.2 
 

●	 電子カルテExpo2017指定抗菌薬 100％届
出の運用 
太田原顕 
第 37回医療情報学連合大会、大阪府、2017.11 
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●	 動脈ガス分析キット（SSPP）での針刺し事
故調査─ImSafer を用いての分析─ 
太田原顕、中岡明久、西向栄治 
第 12回医療の質・安全学会学術集会、千葉市、
2017.11 
 

●	 The Interaction between Lipoprotein(a) 
and Hyperinsulinemia on Coronary 
Arteriosclerosis; Affect of  
Hyperinsulinemia on Coronary 
Arteriosclerosis depends on 
Lipoprotein(a) 
Kasahara Takashi, Endoh Satoshi,  
Sasaki Naoko, Morishita Takaomi,  
Mizuta Einosuke, Adachi Masamitsu, Osaki 
Shuichi, Ohtahara Akira 
第 80 回日本循環器学会学術集会、金沢市、2017.3 
 

●	 CAD患者におけるメタボリック症候群と
Lp(a)の交互作用;非メタボリック症候群は
高率に高 Lp(a)血症を合併する 
氏名笠原尚、遠藤哲、中村研介、友森匠也、佐々
木直子、水田栄之助、足立正光、 
尾崎就一、太田原顕 
第 65回日本心臓病学会学術集会、大阪市、2017.9 

 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 TOYOTA流から医療の質管理を学ぶ 
ASUISHI プロジェクトから 
太田原顕 
第３回山陰文化圏医療情報技術研究会、松江市、
2017.1 
 

●	 「 院内ビッグデータ（リアルワールドデー
タ）利用について」～エビデンスと臨床現場
の狭間から～ 
太田原顕 
医用画像情報の管理・運用における実務者向けセ
ミナー、松江市、2017.9 
 

●	 高齢者社会における抗凝固療法で心がけた
いこと 
太田原顕 
心房細動トータルケアセミナー、米子市、2017.10 
 

●	 冠動脈疾患における積極的脂質治療 最近
の話題 
笠原尚 

西部医師会臨床内科医会１月例会、米子市、
2017.1 
 

●	 虚血性心臓病に対する積極的脂質低下療法 
笠原尚 
鳥取県中部医師会学術講演会、倉吉市、2017.4 
 

●	 糖尿病合併虚血性心臓病への積極的介入 
beyond HbA1c 
笠原尚 
鳥取県中部糖尿・循環器セミナー、倉吉市、2017.5 
 

●	 冠動脈インターベンションと抗血栓療法～
心房細動合併例におけるDOACへの期待～ 
笠原尚 
鳥取県西南部地域連携セミナー、日野町、2017.7 
 

●	 エボロクマブからアリロクマブに切り替え
た１例 
笠原尚 
鳥取県脂質異常セミナーIN米子、米子市、 
2017.11 
 

●	 ときどきドキドキ、動悸のすべて 
足立正光 
第 232 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.7 
 

***************************************************************** 

【神経内科】 
《論 文》 
●	 Association between Serum Uric Acid 
Level and Activity of Daily Living in 
Japanese Patients with Ischemic Stroke. 
Kawase S, Kowa H, Suto Y, Fukuda H,  
Kusumi M, Nakayasu H, Nakashima K. 
Journal of Stroke and Cerebrovascular 
Diseases、26(9)：1960-1965、2017 
 

●	 経過中に顕性化した特発性頭蓋内圧亢進症
による乳頭腫脹 
馬場高志、唐下千寿、河瀨真也、岸真文、 
古和久典、山崎 厚志、井上幸次 
臨床眼科、71(5)：771-776、2017 
 

《学会発表》 
●	 経時に発作を繰り返すＭＥＬＡＳ患者に対
する低用量ピル療法の試み 
楠見公義、河瀬真也、吉本祐子 
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第 45 回日本頭痛学会総会、大阪市、2017.11 
 

●	 接触皮膚炎を契機に好酸球性多発血管炎性
肉芽腫症を発症し多発脳梗塞を合併した１
例 
児玉福美、河瀨真也、武本祐、吉本祐子、 
楠見公義  
第 117 回日本内科学会中国地方会、出雲市、
2017.11 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 やさしい認知症の話 

楠見公義 
日吉津村認知症予防講演会、2017 
 

●	 脳梗塞治療の現在 
河瀨真也 
鳥取県西部病院薬剤師会、米子市、2017.9 
 

●	 脳梗塞治療の現在 
名河瀬真也 
第 235回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.10 
 

***************************************************************** 

【外科】【消化器外科】 
【内視鏡外科】 

《学会発表》 
●	 中結腸動脈に生じた分節型中膜融解症
(SAM)の一例 
森田真紀、大井健郎、福田健治、山根成之、 
建部茂、山根祥晃、野坂仁愛、井隼孝司 
第 139 回山陰外科集談会、米子市、2017.6 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 膵疾患の外科的治療 

野坂仁愛 
鳥取県西部医師会一般公開健康講座、米子市、
2017.2 
 

***************************************************************** 

【整形外科】【脊椎整形外科】 
【手外科】 

《論 文》 
●	 当院におけるOxford UKAの治療成績 

築谷康人、大月健朗、椋大知、楠城誉朗、 
山下優嗣、岡野徹 

山陰膝関節研究会記録、34(7)：2017 
 

●	 人工膝関節置換術における
Patient-matched instrument の骨切り精度
の検討 
大月健朗、築谷康人、椋大知、楠城誉朗、 
山下優嗣、岡野徹 
山陰膝関節研究会記録、34(9)：2017 
 

《著 書》 
●	 第 15章整形外科疾患：化膿性関節炎 

岡野徹 
1336 専門家による私の治療2017-18年度版、 
日本医事新報、2017 
 

《学会発表》 
●	 人工膝関節置換術におけるPatient-mathed 
instrument の骨切り精度の検討 
大月健朗、築谷康人、椋大知、楠城誉朗、 
山下優嗣、岡野徹 
第 47回日本人工関節学会、宜野湾市、2017.2 
 

●	 TKA術後出血に対するアドレナリン関節周
囲注入とトラネキサム酸関節内注入併用の
検討 
大月健朗、築谷康人、椋大知、楠城誉朗、 
山下優嗣、岡野徹 
第 35回山陰膝関節研究会、米子市、2017.9 
 

●	 単純性股関節炎と鑑別を要したペルテス病
の１例 
椋大知、岡野徹 
第７鳥取股関節症例検討会、米子市、2017.4 
 

●	 骨頭変化を呈した小児股関節炎の１例 
椋大知、岡野徹 
第 134 回西日本整形・災害外科学会、米子市、
2017.11 
 

●	 関節内注射後に発症した化膿性関節炎の動
向について 
築谷康人、岡野徹、椋大知、楠城誉朗、 
大月健朗、山下優嗣 
第 67回山陰整形外科集談会、松江市、2017.6 
 

●	 肩関節側方アプローチにおける後上腕回旋
動脈超音波ドップラー法の有用性 
築谷康人、山下優嗣、椋大知、楠城誉朗、 
大月健朗、岡野徹 
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第 129 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集
会、富山市、2017.10 
 

●	 高齢者における橈骨遠位端骨折プレート固
定のX線学的治療成績について 
築谷康人、山下優嗣、椋大知、楠城誉朗、 
大月健朗、岡野徹 
第 134 回西日本整形・災害外科学会学術集会、米
子市、2017.11 
 

●	 関節内注射後に発症した化膿性関節炎の動
向について 
築谷康人、岡野徹、椋大知、楠城誉朗、 
大月健朗、山下優嗣 
第 134 回西日本整形・災害外科学会学術集会、 
米子市、2017.11 
 

●	 エホバの信者に対するTHA 
岡野徹 
第７鳥取股関節症例検討会、米子市、2017.4 
 

●	 Opneing remarks 二次骨折予防に向けた
OLSへの期待 
岡野徹 
骨粗鬆症リエゾンサービスカンファレンス、 
米子市、2017.5 
 

●	 THAにおける術前イメージを用いた骨盤傾
斜矯正とCT-basedナビゲーションの比較 
岡野徹、大月健朗、築谷康人、椋大知、 
楠城誉朗、山下優嗣 
第７鳥取股関節症例検討会、松江市、2017.10 
 

●	 頚椎後縦靭帯骨化症の１例 
楠城誉朗 
中国地区脊椎症例検討会、岡山市、2017.9 
 

●	 当科におけるTFCC（周辺）損傷の診断と治
療 
山下優嗣、築谷康人、大月健朗、椋大知、 
楠城誉朗、岡野徹 
第 68回山陰整形外科集談会、松江市、 
2017.12 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 肌、皮膚、この素晴らしい臓器に感謝して̶
整形外科での修復、再建─ 
山下優嗣 
島根創傷研究会、松江市、2017.1 
 

●	 わかりやすい 五十肩・肩の痛み 
築谷康人 
第 233 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.8 
 

●	 生活習慣病と骨粗鬆症（骨折） 
岡野徹 
鳥取県西部医師会一般公開健康講座、米子市、
2017.9 
 

***************************************************************** 

【脳神経外科】 
《学会発表》 
●	 内側側頭葉てんかんの２例 

近藤慎二、小林智行、田邊路晴 
第 11回日本てんかん学会中国・四国地方会、広
島市、2017.2 
 

●	 出血で発症した小脳血管芽腫の１例 
近藤慎二、小林智行、田邊路晴 
第 31回中国地方脳神経外科手術研究会、 
岡山市、20017.8 
 

●	 稀な神経疾患（全身性ジストニア、Stiff 
Person 症候群）に対して ITB療法が有効で
あった２例 
近藤慎二、磯邉康行 
第 40回日本リハビリテーション医学会中国・四
国地方会、米子市、2017.12 
 

●	 軽微な外傷にて軽快したくも膜嚢胞の一例 
田邊路晴、近藤慎二 
第 26回鳥取県脳神経外科懇話会、米子市、2017.7 
 

●	 軽微な外傷後に警戒したクモ膜嚢胞の１例 
田邊路晴、小林智行、近藤慎二 
第 84回日本脳神経外科学会中国四国支部学術集
会、下関市、2017.12 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 出血で発症した小脳腫瘍の一例 

近藤慎二 
平成 29年 1月脳神経外科合同カンファランス、
米子市、2017.1 
 

●	 小脳血管芽腫の１例 
近藤慎二 
平成 29年 3月脳神経外科合同カンファランス、
米子市、2017.3 
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●	 てんかん外科治療 
近藤慎二 
平成 29年度鳥取県てんかん診療医療連携協議会
てんかん治療医療連携研修会、米子市、2017.8 
 

●	 術中にギリアデルを用いた悪性神経膠腫の
２手術例 
近藤慎二 
平成 29年 9月脳神経外科合同カンファランス、
米子市、2017.9 
 

●	 てんかん治療について 
近藤慎二 
平成 29年度鳥取県てんかん診療医療連携協議会
てんかん治療医療連携研修会、米子市、2017.11 
 

●	 ポラリスの使用経験 
田邊路晴 
平成 29年 3月脳神経外科合同カンファランス、
米子市、2017.3 
 

●	 水頭症疑いの症例が失語症を呈して、予定よ
り早く受診となった１例 
田邊路晴 
平成 29年 11月脳神経外科合同カンファランス、
米子市、2017.11 
 

***************************************************************** 

【心臓血管外科】 
《論 文》 
●	 Modified Batista Procedure for Idiopathic 
Dilated Cardiomyopathy: Report of a 
case. 
Keisuke Morimoto, Hiroaki Kuroda, Kimiyo 
Ono, Shigeto Miyasaka,  
Suguru Shiraya, Futoshi Kobayashi,  
Kengo Nishimura, Yoshikazu Fujiwara. 
World Journal of Cardiovascular Surgery、
7(7)：32-40、2017 
 

《学会発表》 
●	 特発性上行大動脈破裂の１例 

熊谷国孝、小野公誉、森本啓介、黒田弘明 
第 139 回山陰外科集談会、米子市、2017.6 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 大動脈弁置換術の外科治療 

森本啓介 

山陰労災病院手術室研修、米子市、2017.2 
 

●	 当院における低侵襲大動脈弁置換術の検討 
森本啓介 
平成 29年度鳥取県医師会総会、鳥取市、 
2017.6 
 

●	 緊急循環器疾患―急性大動脈解離― 
森本啓介 
鳥取大学医学部臨床講義（器官制御外科学講座）、
米子市、2017.12 
 

●	 腹部大動脈人工血管置換術後遠隔期に人工
血管損傷を来した１例 
熊谷国孝、小野公誉、森本啓介 
第 19回大山心臓血管外科カンファレンス、 
米子市、2017.11 
 

《学術誌以外の雑誌》 
●	 急性大動脈解離に対する外科治療―オープ
ンステントグラフト法― 
森本啓介 
鳥取県西部医師会報、186(3)：30-32、2017 
 

***************************************************************** 

【耳鼻科】 
《講演会･研究会･研修会》 
●	 研修医に望まれる病院になるために 

杉原三郎 
第19回全国労災病院研修指導医講習会、東京都、
2007.1 
 

●	 聴力検査と平衡機能検査について 
杉原三郎 
鳥取大学臨床講義、米子市、2017.6 
 

●	 スギ花粉症のお話 
門脇敬一 
第 229 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.4 
 

***************************************************************** 

【産婦人科】 
《学会発表》 
●	 抗凝固療法中にMassive subchorionic 
hemorrhage を発症した一例 
岩部富夫、平川絵莉子、坂本靖子 
鳥取日本産婦人科学会、米子市、2017.5 
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***************************************************************** 

【小児科】 
《論 文》 
●	 A novel frameshift mutation in NR3C2  
leads to decreased expression of 
mineralocorticoid receptor: a family with 
renal pseudohypoaldosteronism type 1. 
Kawashima Sonoyama Y, Tajima T,  
Fujimoto M, Hasegawa A, Miyahara N, 
Nishimura R, Hashida Y, Hayashi A, Hanaki K, 
kanzaki S. 
Endocrine journal、64(1)：83-90、2017 
 

●	 小児疾患における高尿酸血症 
林篤、船田裕昭、太田原顕、那須野邦彦  
鳥取医学雑誌、45(2)：85-88、2017 
 

《学会発表》 
●	 小児ウイルス腸炎における高尿酸血症─尿
酸排泄動態からの検討─ 
林篤、船田裕昭、大野耕策、太田原顕 
第 99回山陰小児科学会、松江市、2017.3 
 

●	 早期入院加療が有効であった摂食障害の中
学女子例 
林篤、清水敬太、船田裕昭、大野耕策 
第 71回日本小児科学会鳥取地方会、倉吉市、
2017.6 
 

●	 ロタウイルスワクチン接種後に血便を来し
た３例 
福嶋健志、村上潤、石丸雄一郎、高野周一、林篤、
神崎晋 
第 69回中国四国小児科学会、岡山市、2017.11 
 

●	 小児期鉄欠乏の早期診断における赤血球粒
度分布幅（RDW）、Low hemoglobin density
（LHD%）のヘモグロビン濃度別の検討 
船田裕昭、清水敬太、林篤、大野耕策 
第 69回中国四国小児科学会、岡山市、2017.11 
 

●	 当院の川崎病症例のまとめとQT 
dispersion による検討 
清水敬太、船田裕昭、林篤、大野耕策 
第 100 回山陰小児科学会、米子市、2017.10 
 

《講演会･研究会･研修会》 

●	 慢性（糸球体）腎炎について 
林篤 
世界腎臓 DAY in 米子、米子市、2017.3 
 

●	 当科で経験したPFAPA の 3例 
林篤 
鳥取県西部小児科医会、米子市、2017.10 
 

●	 新生児蘇生法 
林篤、船田裕昭、清水敬太、 
第 3回山陰労災病院新生児蘇生法講習会、米子市、
2017.8 
 

●	 PALS/PEARS講習会 
清水敬太 
PALS/PEARS 講習会、米子市、2017.7 
 

***************************************************************** 

【看護部】 
《論 文》 
●	 A病院看護職の針刺し・切創・血液曝露防止
対策における認識測定尺度の検討 
目次香、伊藤寛子、松田美加子、澤田真悠、 
隠岐昌子 
第 47回（平成 28年度）日本看護学会論文集：看
護管理、277-280、2017 
 

《著 書》 
●	 ［イラスト図解高リン血症・高カリウム血症
のケア］高リン血症の患者さん 
森岡万里、元栄亜紀 
透析ケア、メディカ出版、2017 
 

《学会発表》 
●	 電子カルテExpo2017通知機能（TODO機
能）の有効活用 
亀田さつき 
第 37回医療情報学連合大会、大阪市、2017.11 
 

●	 A病院救急外来における患者満足度低下を
引き起こす因子の調査 
原田真喜子、梅原淳子、井隼さおり、先灘真弓、
村口孝子 
第 33回日本救急医学会中止国地方会総会・学術
集会、米子市、2017.5 
 

●	 災害マニュアル改善に向けた取り組み 
原田真喜子、小前信子 
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日本災害看護学会第 19回年次大会、倉吉市、
2017.8 
 

●	 手術室における抗菌薬投与の確認行動に関
する調査―アンケート調査による定時手術
と緊急手術の比較― 
山形由美、杉谷知里、上山本睦美、濵﨑葉留美、
濱崎まゆみ 
第55回手術看護学会中国地区研究発表、松江市、
2017.6 
 

●	 新人看護師と指導者の良好な関係性の構築
に向けて～指導にあたる看護師と新人看護
師へのアンケート結果からの考察 
池口美加、井上瞳、松本卓哉、大根むつみ、 
生林裕子 
第48回日本看護学会看護管理学術集会、札幌市、
2017.10 
 

●	 一般急性期病棟職員における 咳嗽を主症状
とする 感染症アウトブレイク疑い事例 
目次香、佐藤忍 
第 6回日本感染管理ネットワーク学会学術集会、
函館市、2017.5 
 

●	 感染管理認定看護師の実践の程度と関連要
因 
目次香、津本優子、内田宏美 
第 17回日本感染看護学会学術集会、東京、2017.8 
 

●	 高齢者の周術期口腔ケアを考える～A病院
の術後口腔内環境の現状調査より～ 
目次香、浜崎葉留美、川端慶治、富田千佳 
第 48回日本看護学会急性期看護、岐阜市、2007.9 
 

●	 保存期CKD患者の腎指導に万歩計を用いた
運動療法を取り入れて 
森岡万里、水上京子、中岡明久 
第 7回腎臓リハビリテーション学会学術集会、 
つくば市、2017.2 
 

●	 模擬事例ロールプレイングによる看護師が
行う腎代替療法選択説明時の患者の反応に
対する非言語的関わり 
谷口裕子、服部智子、新田靖之、朝枝正江、 
福原真理、井上智子、森岡万里、引地由実子、 
世登洋美、川東明美 
第 20回日本腎不全看護学会学術集会･総会、 
盛岡市、2017.10 
 

●	 定期的ABI実施によるPAD早期介入への試
み 
足立里美、森本有希子、梅原淳子、田中和恵、 
森中涼子、石垣宏之、小野公誉、黒田弘明、 
櫻木哲詩、塩地英希、宮本美香 
第 55回日本糖尿病学会中四国地方会、岡山市、
2017.11 
 

●	 認知症高齢者に対する看護師の感情につい
て 
氏名加納典子、山根みほ、赤木友美、 
須田明美、佐藤操子、永田理加 
認知症予防学会、岡山市、2017.9 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 よくわかる感染性胃腸炎の予防対策につい
て～正しい手洗いを知ることが予防につな
がります～ 
佐藤忍 
第 226 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.1 
 

●	 感染性胃腸炎の予防対策 
佐藤忍 
鳥取県西部医師会健康プラザ、米子市、2017.6 
 

●	 AEDの取り扱い、および学校における応急
処置について 
原田真喜子、倉橋奈緒子 
平成 29年度第２回小教研健康教育部研修会、 
米子市、2017.1 
 

●	 やさしい認知症のおはなし～認知症を正し
く理解してみませんか？～ 
須田明美 
第 227 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.2 
 

●	 脳卒中を起こしやすい生活習慣などを知っ
て、予防、早期発見しましょう 
武下絵梨 
第 228 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.3 
 

●	 チームで取り組む 感染予防の基本と実践 
目次香 

【褥瘡対策、感染対策】メディカルケアサポート
セミナー in 米子、米子市、2017.6 
 

●	 職業感染対策 
目次香 
学校法人兵庫医科大学医療人育成研修センター平
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成 29 年度認定看護師教育課程手術看護分野、 
西宮市、2017.11 
 

●	 高齢血液透析患者さんとの関わり 
元栄亜紀 
腎不全・透析勉強会、米子市、2017.2 
 

●	 栄養状態に応じた運動療法が透析患者へも
たらす効果～腎臓リハビリテーションプロ
グラムを導入して～ 
足立優子、元栄亜紀、森岡万里、水上京子、 
足立博史、中岡明久  
山陰労災病院看護研究収録、米子市、2007.2 
 

●	 高齢腹膜透析患者さんとの関わり 
森岡万里 
腎不全・透析勉強会、米子市、2017.2 
 

●	 透析における自己管理方法と腎臓リハビリ
について 
森岡万里 
鳥取県腎友会研修会、米子市、2017.2 
 

●	 透析関連スタッフが取得できる資格・認定～
看護師の資格を中心に～ 
森岡万里 
第 55回中海れん楽会、米子市、2017.5 
 

●	 患者支援 
森岡万里 
第 9回 JMSクリニカルコースCAPDアドバンス
コース in Tokyo、東京都、2017.11 
 

●	 透析患者さんのケア 
森岡万里 
腎不全・透析勉強会、米子市、2017.12 
 

●	 糖尿病患者の旅行のポイントを共有する試
み～寸劇とグループディスカッションを通
して～ 
渡部智恵 
西部糖尿病研究会、米子市、2017.12 
 

●	 糖尿病と足病変 
足立里美 
真誠会ホスピタル訪問看護師対象研修会、 
米子市、2017.1 
 

●	 糖尿病患者の心理と行動─それに対する向
き合い方─ 

足立里美 
平成 28年度糖尿病予防対策担当者会、鳥取市、
2017.2 
 

●	 当院における糖尿病足病変予防システムと
フットケア外来の紹介 
足立里美 
鳥取県西部医師会学術講演会、米子市、2017.2 
 

●	 糖尿病ケアにおける役割と実践─看護師の
立場から─ 
足立里美 
NPO法人中海エリア糖尿病療養研究機構主催平
成29年度糖尿病療養指導勉強会、米子市、2007.6 
 

●	 自分の健康は自分でつくるきっかけ作り～
お菓子や清涼飲料水などに関する知恵袋～ 
足立里美 
倉吉市民健康づくり推進員研修会、倉吉市、
2017.4 
 

●	 糖尿病患者・透析患者へのフットケア 
足立里美 
新開山本クリニックフットケア勉強会、米子市、
2017.6 
 

●	 壮年期糖尿病患者の支援の在り方を話し合
おう 
足立里美 
第 1回鳥取県糖尿病看護研究会、米子市、2017.7 
 

●	 生活習慣病の背景いろいろ～肥満・間食・意
外な職場環境の影響～ 
足立里美 
鳥取県社会保険労務士会研修会、米子市、2017.8 
 

●	 糖尿病患者さんの足をアセスメントしよう 
足立里美 
皆生温泉病院研修会、米子市、2017.10 
 

●	 当院のフットケア外来の現状 
森本有希子、足立里美、塩地英希、宮本美香 
第 34回鳥取県西部糖尿病療養指導研究会、 
米子市、2017.6 
 

●	 やさしい認知症のおはなし～認知症を正し
く理解してみませんか？～ 
須田明美 
第 227 回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.2 
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●	 認知症を正しく理解しませんか 
須田明美 
福生西公民館ふれあい学級、米子市、2017.5 
 

●	 チーム医療としての認知症対応 
須田明美 
認定認知症領域検査技師 JSDP技師講座、米子市、
2017.5 
 

●	 認知症ケア研修会 
須田明美 
鳥取県立厚生病院認知症ケア研修会、倉吉市、
2017.12 
 

●	 レビー小体型認知症を呈する入院患者への
食事援助に対する取り組み～認知症ケアチ
ームの介入を通して～ 
須田明美、足立隆彦、楠見公義、高須淳司 
山陰認知症ケア研究会、米子市、2007.3 
 

●	 当院における認知症ケアチームの活動報告 
須田明美、足立隆彦、楠見公義、高須淳司 
山陰労災病院認知症ケア研修会、米子市、 
2017.10 
 

●	 当院における認知症ケアチームの活動 
須田明美、足立隆彦、高須淳司 
鳥取県看護協会医療安全交流会、 
米子市/鳥取市、2017.11 
 

《学術誌以外の雑誌》 
●	 笑顔と感謝を心がける 

原田真喜子 
Emergency Care 2017、30(7)：69、2017 
 

●	 DLN委員会地区レポート 
森岡万里 
情報雑誌 and You、1：15、2017 
 

***************************************************************** 

【薬剤部】 
《論 文》 
●	 血糖測定器導入に伴う薬剤師外来への介入 

稲田大樹、小林愛弓、中西志子 
病薬とっとり、 (82)：15-18、2017 
 

《学会発表》 
●	 薬剤業務における医療安全への取り組み 

～抗がん剤曝露対策～ 
谷口彰正、川﨑智弘、中西志子 
平成 29年近畿・中国・四国ブロック労災病院薬
剤部会、大阪府、2017.8 
 

●	 血糖測定器導入に伴う薬剤部の外来への介
入 
稲田大樹、小林愛弓、中西志子 
医療マネジメント学会鳥取支部、米子市、 
2017.9 
 

●	 臨床検査値を表示した院外処方箋における
内服抗がん剤の適正使用調査 
谷口彰正、川﨑智弘、松浦奈保子、上平志子 
第 22回鳥取県医療薬学セミナー、米子市、
2017.12 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 当院の薬剤業務と新院外処方せんの概要 

中西志子 
地域医療支援病院研修会、米子市、2017.1 
 

●	 転倒・転落を考慮した睡眠薬の選択 
中西志子 
医療安全研修会、米子市、2017.1・3 
 

●	 抗菌薬について 
長谷川千絵 
医療安全研修会、米子市、2017.5 
 

●	 抗がん剤の特徴&化学療法における薬剤師
の役割 
長谷川千絵 
がん化学療法看護勉強会、米子市、2017.6 
 

●	 調剤室における処方鑑査時の院内疑義照会
事例 
西本美由紀 
地域医療支援病院研修会、米子市、2017.1 
 

●	 抗がん剤の曝露零を目指して 
谷口彰正、川﨑智弘、松浦奈保子、新宮慶久、稲
田大樹 
山陰労災病院TQM発表会、米子市、2017.1 
 

***************************************************************** 

【リハビリテーション科】 
【中央リハビリテーション部】 
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《論 文》 
●	 頸髄損傷者の陸上競技用車椅子（レーサー）
駆動用 glove の製作について－第２報－ 
早川泰詞 
第 14回鳥取県作業療法学会誌、14(1)：31-35、
2017 
 

《学会発表》 
●	 大腿骨近位部骨折術前後のアルブミン値と
歩行能力に関する検討 
山根賢大、川谷一利、湛増悌史、森田一也、池田
理沙、山上真理子、足立博史、山下智紀、礒邉康
行 
第 44回中国四国リハビリテーション医学研究
会・第39回日本リハビリテーション医学会中国・
四国地方会、高松市、2017.7 
 

●	 頸髄損傷者の陸上競技用車椅子（レーサー）
駆動用 glove の製作について－第２報－ 
早川泰詞 
第 14回鳥取県作業療法学会、鳥取市、2017.10 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 糖尿病ケアにおける役割と実践─理学療法
士の立場から─ 
足立博史 
平成 29年度糖尿病療養指導勉強会、米子市、
2017.10 
 

***************************************************************** 

【放射線科】【中央放射線部】 
《論 文》 
●	 肝臓がんに対する化学塞栓療法の実際 

井隼孝司 
消化器看護、22(3)：74-80、2017 
 

《学会発表》 
●	 Radiofrequency thermal ablation 
combined with transcatheter arterial 
chemoembolization for hepatocellular 
carcinoma. 
Takashi Ihaya 
JCR Seminar 2017 Cho-Ray Hospital、 
ホーチミン市、2017.3 
 

●	 肝膿瘍におけるソナゾイド造影超音波ガイ
ド下穿刺の有用性 

井隼孝司、高杉昌平 
第 46回日本 IVR学会総会、岡山市、2017.5 
 

●	 結腸憩室出血に対するN-butyl-2- 
cyanoacrylate-Lipiodol を用いたTAEの治
療成績 
高杉昌平、井隼孝司 
第 46回日本 IVR学会総会、岡山市、2017.5 
 

●	 当科における中心静脈穿刺の検討 
井隼孝司、山本修一 
第 3回日本穿刺ドレナージ研究会、大阪市、
2017.6 
 

●	 巨大血管腫に隣接する小型肝細胞癌にソナ
ゾイド造影下RFAが有用であった１例 
井隼孝司、山本修一 
第 18回 RFA・凍結療法研究会、金沢市、2017.8 
 

●	 消化管出血におけるNBCA-Lipiodol TAE
のコツ 
井隼孝司 
第 31回中国四国 IVR研究会、岡山市、2017.9 
 

●	 比較的稀な原因で留置後早期にカテーテル
逸脱を繰り返したCVポート留置の１例 
井隼孝司、山本修一 
第 42回リザーバー研究会、高野市、2017.9 
 

●	 当科における中心静脈穿刺の検討 
井隼孝司、山本修一、高杉昌平、小川敏英 
第 31回中国四国 IVR研究会、岡山市、2017.9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

●	 当院における IVRを基盤とする緩和ケアチ
ームの取り組み 
井隼孝司、福田健治、加藤和宏、中西志子、 
長谷川千絵、池原裕子、浜尾紀枝 
第 7回緩和 IVR研究会、東京都、2017.9 
 

●	 総胆管結石性胆管炎に対してPTGBDルー
トを用いたRendezvous 法により総胆管結
石除去が可能であった２例 
山本修一、井隼孝司、小川敏英 
第 31回中国四国 IVR研究会、開催地名、岡山市、
2017.9 
 

●	 当院における IVRを基盤とする緩和ケアチ
ームの取り組み 
井隼孝司、福田健治、加藤和宏、中西志子、 
長谷川千絵、池原裕子、浜尾紀枝 
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第 7 回緩和 IVR研究会、倉吉市、2017.11 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 医療機器共同購入と 80列 CT 

増田大 
心臓拡大カンファレンス、米子市、2017.4 
 

●	 いろいろ診えるCT検査 
増田大 
第 237回山陰労災病院健康講話、米子市、2017.12 
 

●	 接遇研修会 
仙石真 
HCU接遇研修、米子市、2017.8 
 

●	 患者満足度UPプロジェクト 
仙石真 
医療の改善活動全国大会、松山市、2017.11 
 

●	 日本血管撮影・インターベーション専門診療
放射線技師 
坪内寛 
労災病院中国・四国ブロック技師会、山口市、
2017.1 
 

***************************************************************** 

【病理診断科】【中央検査部】 
《学会発表》 
●	 超音波像を考慮した穿刺吸引細胞診標本作
製法の工夫が早期診断に有用であった甲状
腺悪性リンパ腫の１例 
福田理恵、松本麻祐子、村井裕紀、藤田晋一、 
庄盛浩平、伊澤正一郎 
日本超音波医学会第53回中国地方会学術集会、
倉敷市、2017.9 
 

●	 災害時および救急医療における超音波検査
の有用性 
藤田晋一 
第65回日本職業災害医学会学術大会、北九州市、
2017.11 
 

《講演会･研究会･研修会》 
●	 症例ライブ「僧帽弁逆流」 

藤田晋一 
第 9回これから始める心血管エコーライブ、 
大阪市、2017.3 
 

●	 糖尿病の検査～SAPを中心に～ 
岩田和宏 
平成 29年度臨床糖尿病セミナー、米子市、2017.3 
 

●	 糖尿病ケアにおける役割と実践─臨床検査
技師の立場から─ 
岩田和宏 
平成 29年度糖尿病療養指導研究会、米子市、
2017.8 
 

●	 職場で求められる臨床検査技師 
石杉千春 
鳥取大学医学部OB・OGセミナー、米子市、2017.4 
 

●	 頚動脈エコー 
石垣宏之 
動脈硬化セミナー、米子市、2017.6 
 

●	 やさしい検査のお話～血液で分かるがん～ 
松本麻祐子 
第 234 回山陰労災病院健康講和、米子市、2017.9 
 

***************************************************************** 

【栄養管理室】 
《学会発表》 
●	 高齢大腿骨近位部骨折患者の栄養状態と積
極的な栄養管理の有用性について 
村上理絵、水上京子、那須野邦彦、岡野徹、 
前田直人 
第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会、岡山市、
2017.2 
 

●	 急性期病院における高齢大腿骨近位部骨折
患者の栄養管理について―牛乳や栄養補助
食品を活用した積極的な栄養管理― 
村上理絵、水上京子、那須野邦彦、岡野徹、 
前田直人 
第 19回日本骨粗鬆症学会、大阪市、2017.10 
 

***************************************************************** 

【ME 室】 
《講演会･研究会･研修会》 
●	 新人看護師ポンプ研修 

細木政載 
新人看護師ポンプ研修会、米子市、2017.4 
 

●	 呼吸器研修 
細木政載 
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呼吸器研修会、米子市、2017.5,6  
 

●	 血液透析の原理 
細木政載 
腎不全研修会、米子市、2017.8 
 

●	 呼吸器院内ハンズオン、豚肺を用いて呼吸器
の疑問を解決 
細木政載 
人工呼吸器研修会、米子市、2017.8 
 

●	 アブレーション院内ハンズオン、豚心臓を用
いて手技を体験 
細木政載、足立正光 
アブレーション研修会、米子市、2017.9 
 

●	 CRRTの基礎知識 
細木政載 
CRRT研修会、米子市、2017.10,11 
 

●	 救外呼吸器研修 
細木政載 
呼吸器研修会、米子市、2017.12 


