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山陰労災病院業績集 
（2020 年 1 月〜12 月） 

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

【消化器内科】 

《学会発表》 
● 米子市における胃がん施設検診の現状と問題

点 -第 18報- 

謝花典子、向山智之、八島一夫(鳥取大学医学部 

消化器・腎臓内科)、濱本哲郎(博愛病院 内科)、 

野坂美仁(鳥取県西部医師会)、岸本幸廣、 

磯本 一(鳥取大学医学部 消化器・腎臓内科)、 

三浦邦彦(鳥取県保健事業団西部健康管理センタ

ー)  

第 51回日本消化器がん検診学会 中国四国地方

会、山口県宇部市、2020年 11月 

 

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

【糖尿病･代謝内科】 
《講演会･研究会･研修会》 
● 急性合併症 

宮本美香 

鳥取県糖尿病療養指導士のための講習会、 

米子市、2020年 10月 

 

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

【腎臓内科】【腎センター】 

《学会発表》 
● Anaerobiospirillum succiniciproducens に

よる菌血症を伴った溺水の 1例 

谷口 宗輔、伊田 絢美、山本 直、矢田貝 千尋、

中岡 明久 

第 123回日本内科学会中国地方会、WEB開催、

2020 年 10月 

 

● 医療連携により遠隔地での治療を継続し得た

腹膜透析患者の 1例 

山本 直、谷口 宗輔、高橋 央乃、矢田貝 千尋、

中岡 明久 

第 65回日本透析医学会学術集会・総会、 

WEB 開催、2020年 11月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● あなたの腎臓との付き合いかた 糖尿病や高

血圧から透析にならないために 

山本 直 

西部医師会 一般健康公開講座、米子市、 

2020年 2月 

 

● CKD 地域連携パスの運用事例 

山本 直 

2020年度第 1回西部医師会糖尿病研修会、 

米子市、2020年 9月 

 

● 県西部地区における CKD医療連携パスの推進 

山本 直 

倉吉 CKDフォーラム、倉吉市、2020年 9月 

 

● 県西部地区における CKD地域連携～新しい腎

性貧血治療薬への期待～ 

山本 直 

鳥取県病院薬剤師会西部支部定期研修会、 

米子市、2020年 10月 

 

● 地域で診る CKD～新しい腎性貧血治療薬への

期待～ 

山本 直 

島後医師会学術講演会、隠岐の島町、 

2020年 10月 

 

● 地域で診る CKD～新しい腎性貧血治療薬への

期待～ 

山本 直 

CKD Web セミナー、米子市、2020年 11月 

 

● CKD の重症化予防と医療連携 

山本 直 

透析連携の会、米子市、2020 年 11月 

 

● 透析患者に対する新しい腎性貧血治療薬への

期待 

山本 直 

ダーブロック錠発売記念 Web セミナー、米子市、

2020年 12月 

 

《メディア》 
● 慢性腎臓病 

山本 直 

中海テレビ放送 健康ぷらざ、2020年 4月放映 

 

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

【循環器科】【高血圧内科】 

《論 文》 
● ビタミンＢ１非含有栄養補助食品の脚気発症

リスク対策についての提言 

太田原 顕 
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医療の質・安全学会誌、15巻(2 号)：128-131、

2020 年 

 

● 症例検討：正常尿酸値の高齢女性痛風関節炎

患者と痛風関節炎の診断分類基準について 

太田原 顕、水田栄之助、久留一郎 

高尿酸血症と痛風、28巻(1号)：92-96、2020年 

 

● 正常尿酸値の高齢女性痛風関節炎患者と痛風

関節炎の診断分類基準について 

太田原 顕、水田 栄之助、久留一郎 

高尿酸血症と痛風、28巻(1号)：92-96、2020年 

 

● フェブキソスタット内服に伴う、尿酸排泄の

変化 

桑原政成、丹羽 公一郎、浜田紀宏、荻野和秀、

太田原 顕、水田 栄之助、宮崎 聡、東 幸仁、 

久留一郎 

痛風と尿酸・核酸、44巻(1号)：15-22、2020年 

 

● 無症候性と診断されていた原発性単純性胆管

炎に発症した肝肺症候群の 1例 

高橋良輔、加藤和宏、野中喬文、山本章裕、 

福谷幸二、松本行雄、水田 栄之助、網崎良祐 

鳥取医学雑誌、48巻(1-2号)：41-45、2020年 

 

● Umami taste disorder is a novel 

predictor of obesity 

Einosuke Mizuta, Yoshiharu Kinugasa, 

Masahiko Kato, Toshihiro Hamada, Kazuhiro 

Yamamoto, Ichiro Hisatome  

Hypertension Research、Online ahead of 

print、2020年 

 

《学会発表》 
● The inverse association between 

lipoprotein(a) levels and metabolic 

syndorome and its components on coronary 

artery disease patients 

T. Kasahara, S. Endoh, A. Ohtahara, S. 

Kawatani, R. Amisaki, E. Mizuta, M. Adachi, 

S. Osaki  

European Society of Cardiology CONGRESS 

2020、Amsterdam、2020年 8月 

 

● 冠動脈硬化性心疾患における

lipoprotein(a)とメタボリック症候群および

冠動脈重症度との関連 

循環器科 笠原 尚、遠藤 哲、太田原 顕、 

川谷俊輔、網崎良佑、水田栄之助、足立正光  

尾崎就一 

糖尿病代謝内科 宮本美香、本田 彬、櫻木哲詩 

第 63回日本糖尿病学会学術集会、大津市、 

2020年 10月 

 

● 血清尿酸値と味覚 

水田 栄之助、 太田原 顕、久留一郎 

第 53回日本痛風・核酸代謝学会総会、 

北九州市、2020年 2月 

 

● 個々の味覚感度に着目した心臓リハビリテー

ション 

水田 栄之助 

第 26回心臓リハビリテーション学会学術集会 

シンポジウム 3、Web、2020 年 7月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 国内外ガイドラインで強調される LDL-C値

の「the lower, the better」 

笠原 尚 

MSD Connect Web動画、Web、2020年(通年) 

 

● TGを下げる －CADと DM－ 

笠原 尚 

パルモディア Webカンファレンス、Web、 

2020年 1月 

 

● Lp(a)の不思議な世界  －メタボリック症候

群との相反－ 

笠原 尚 

Hyperlipidemia Web Conference、Web、 

2020年 12月 

 

● LDL-Cを下げる －DM with CAD and 

microangiopathy－ 

笠原 尚 

第 3回 山陰若手医師セミナー、Web、 

2020年 12月 

 

● 心不全地域連携パス導入に向けての当院での

取り組み 

水田栄之助 

第 9回山陰文化圏医療情報技術研究会、米子市、

2020年 1月 

 

● 医療情報との連携 

太田原 顕 

2020最高質安全責任者(CQSO)養成研修、名古屋

市、2020年 12月 
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● 新しいガイドラインから見た高血圧 

水田 栄之助 

鳥取県西部医師会学術講演会、米子市、 

2020 年 1月 

 

● 心不全地域連携パス導入に向けての当院での

取り組み 

水田 栄之助 

第 9回山陰文化圏医療情報技術研究会、米子市、

2020 年 2月 

 

● 生活習慣病に潜む 味覚異常と低亜鉛血症 

水田 栄之助 

ノーベルファーマ WEB講演会、Web(全国)、2020

年 2月 

 

● 高血圧診療のポイント 

水田 栄之助 

山陰若手医師セミナー、米子市、2020年 2月 

 

● 高血圧の治療戦略～心房細動・心不全合併高

血圧～ 

水田 栄之助 

鳥取県病院薬剤師会西部支部定期研修会、 

米子市、2020年 2月 

 

● メタボから命を守る行動を 

水田 栄之助 

米子市おなかスッキリ教室、米子市、2020年 2月 

 

● 健康寿命を延ばすための高血圧管理 

水田 栄之助 

鳥取県医師会公開健康講座、鳥取市、2020年 2月 

 

● 健康寿命を延ばすための減塩 

水田 栄之助 

令和元年度 食品開発と健康に関する研究会、 

境港市、2020年 2月 

 

● 食塩と高血圧 

水田 栄之助 

減塩と検脈を考える Web、Web(山陰)、 

2020 年 3月 

 

● 心不全パンデミック 

水田 栄之助 

小野薬品社員セミナー、米子市、2020年 7月 

 

● 慢性心不全治療におけるイバブラジンの位置

づけ 

百村伸一、福木昌治、水田 栄之助 

心不全リモートフォーラム in米子、米子市、 

2020年 9月 

 

● (私の)心不全治療 2020 

水田 栄之助 

大塚製薬社員セミナー、米子市、2020年 11月 

 

● ARNi をどのように心不全の治療戦略に組み

込むか？  

衣笠良治、田中宏明、福木昌治、水田 栄之助 

慢性心不全治療の新たな治療戦略を企てる、 

米子市、2020年 12月 

 

《学術誌以外の雑誌》 
● 電子カルテシステムのパンドラの箱と希望 

1 

マン・マシン・インターフェースという概念 

太田原 顕 

医療安全レポート、37巻(4月号)：19-21、 

2020年 

 

● 電子カルテシステムのパンドラの箱と希望 

2 

電子情報の表現型 

太田原 顕 

医療安全レポート、38巻(5月号)：16-18、 

2020年 

 

● 電子カルテシステムのパンドラの箱と希望 

3 

情報処理とオンデマンド 

太田原 顕 

医療安全レポート、39巻(6月号)：8-10、2020年 

 

● 電子カルテシステムのパンドラの箱と希望 

4 

医療者は「標準化」より「個別化」「差別

化」を好む？  

太田原 顕 

医療安全レポート、40巻(7月号)：17-19、 

2020年 

 

● 電子カルテシステムのパンドラの箱と希望 

5 

エンドユーザーコンピューティング（ユーザ

ーと開発者の心構え） 
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太田原 顕 

医療安全レポート、41巻(8月号)：17-20、 

2020 年 

 

● 電子カルテシステムのパンドラの箱と希望 

6 

天の原理：デザイン指向で対話を 

太田原 顕 

医療安全レポート、42巻(9月号)：10-13、 

2020 年 

 

● 医療情報連携のための 心得 1 

情報の特性を知るべし 

太田原 顕 

医療安全レポート、43巻(10号)：19-21、2020年 

 

● 医療情報連携のための 心得 2 

ベンダーの特性を知るべし 

太田原 顕 

医療安全レポート、44巻(11月号)：29-32、 

2020 年 

 

● 医療情報連携のための 心得 3 

情報担当者の特性を知るべし 

太田原 顕 

医療安全レポート、45巻(12月号)：17-20、 

2020 年 

 

● 医療安全「ヒューマンエラー」とは 

太田原 顕 

鳥取県西部医師会報、200巻(3月号)：40-42、 

2020 年 

 

● 味覚リセット!! だしダイエット ついつい

食べ過ぎてしまう人にオススメ 

水田 栄之助 

日経ヘルス 2020年 2月号：20-23、2020年 

 

● 健康寿命を延ばすための高血圧管理 

水田 栄之助 

鳥取県医師会報 2020年 3月号：113-114、2020年 

 

● 味覚感度を改善する心リハが効果的 

水田 栄之助 

Medical Tribune 医療ニュース 2020年 7月 31日

号、2020年 

 

《メディア》 
● 健康寿命を延ばす高血圧管理 

水田 栄之助 

中海テレビ 健康ぷらざ、2020 年 12月 

 

● 高血圧は静かな殺し屋 

水田 栄之助 

日本海新聞 保健の窓、2020 年 2月 

 

● 塩と降圧薬について 

水田 栄之助 

日本海新聞 保健の窓、2020 年 2月 

 

● 血圧のばらつき 

水田 栄之助 

日本海新聞 健康なんでも相談室、2020年 11月 

 

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

【整形外科】【脊椎整形外科】 

【外傷整形外科】【手外科】 
《著 書》 
● ［3章 15-16節］血液・尿生化学検査、関節

液検査 

岡野 徹 

ナーシング・グラフィカ EX 疾患と看護⑦ 運動

器、メディカ出版、2020年 

 

● ［12章 1節］大腿骨頭壊死症 

岡野 徹 

ナーシング・グラフィカ EX 疾患と看護⑦ 運動

器、メディカ出版、2020年 

 

● ［5章 11節］脊椎骨折 

岡野 徹 

ナーシング・グラフィカ EX 疾患と看護⑦ 運動

器、メディカ出版、2020年 

 

● ［第 6章］造影検査に使用する薬剤 

岡野 徹 

とことん使いこなす整形外科薬剤、メディカ出

版、2020年 

 

《学会発表》 
● The difference between MRI findings and 

surgical features of lumbar disc 

herniation. - For the safety use of 

Condoliase - 

Toshiyuki Dokai, Atsushi Tanida, Atsushi 

Kamimura, Taiki Murakami, Takeo Otsuki, 

Yasutsugu Yamashita, Toru Okano, Hideki 

Nagashima  
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第 49回日本脊椎脊髄病学会、神戸市、 

2020 年 9月 

 

● 当院での高齢関節リウマチ患者に対するアバ

タセプトの使用経験 

大月健朗、藤原聖史、村上大気、土海敏幸、 

山下優嗣、岡野 徹 

第 31回日本リウマチ学会 中国・四国支部学術集

会、米子市、2020年 12月 

 

《学術誌以外の雑誌》 
● 最近の関節リウマチ治療 

大月健朗 

流 鳥取だより、(24号)：2-7、2020年 

 

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

【脳神経外科】 

《論 文》 
● A dedifferentiated intracranial solitary 

fibrous tumor with osteosarcoma 

components: rapid tumor progression and 

lethal clinical course 

Kambe A., Nakada S., Nagao Y., Uno T., 

Sakamoto M., Shomori K., Tanabe M., 

Kondo S., Kurosaki M. 

Brain Tumor Pathology、37:165-170、2020年 

 

《学会発表》 
● AVMに対してγナイフ照射後、脳室内出血を

繰り返す腫瘤となった一例 

近藤慎二、田邊路晴 

Stroke 2020、横浜市、2020年 8 月 

 

● 頸部の鈍的外傷を契機に総頚動脈解離をきた

した一例 

末吉駿太郎、青笹有紀、楠美公義、田邊路晴、 

近藤慎二 

Stroke 2020、横浜市、2020年 8 月 

 

● 当院で経験した日常生活動作により椎骨動脈

解離を生じた症例の検討 

青笹有紀、田邊路晴、近藤慎二、楠美公義 

Stroke 2020、横浜市、2020年 8 月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 「発作を止めたい！！」・・てんかん医療最

前線 

近藤慎二 

あいサポートとっとりフォーラム 20、米子市、 

2020年 1月 

 

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

【心臓血管外科】 

《論 文》 
● Total Transmural sutures (TTS) Method, 

Modified Infarction Exclusion Thechnique 

for Ventricular Septal Rupture after 

Extensive Myocardial Infarction 

Keisuke Morimoto, Yoshikazu Fujiwara, 

Tsuyoshi Sasami, Kunitaka Kumagai, Rikuto 

Nii 

World Journal of Cardiovascular Surgery、10

巻(10号)：122-130、2020 年 

 

《学会発表》 
● 高度癒着を伴う Stanford A型慢性解離性大

動脈瘤の１手術例タイトル 

藤原義和、森本啓介 

第 63回関西胸部外科学会学術集会、米子市

(Web)、2020年 6月 

 

● TEVAR術後椎体破壊を来した胸部大動脈瘤の

1 例 

藤原義和、森本啓介 

第 48回日本血管外科学会総会、東京(Web)、 

2020年 11月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 心臓弁膜症 

森本啓介 

社会保険診療報酬支払基金鳥取支部職員研修、 

鳥取市、2020年 3月 

 

● ―緊急循環器疾患― 急性大動脈解離 

森本啓介 

鳥取大学医学部医学科臨床講義、米子市、 

2020年 7月 

 

● 下肢静脈瘤とその治療 

森本啓介 

社会保険診療報酬支払基金鳥取支部職員研修、 

鳥取市、2020年 9月 

 

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

【耳鼻科】 
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《学会発表》 
● 騒音障害防止のためのガイドラインにおける

許容基準 85 dB(A)の妥当性について 

和田哲郎、原 晃、佐藤宏昭、杉原三郎、 

鈴木秀明、鈴鹿有子、福與和正 

第 121回日本耳鼻咽喉科学会総会、岡山市(web開

催）、2020年 10月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 社会保障制度と労災保険制度 

杉原三郎 

第 24回日本耳鼻咽喉科学会、産業・環境保健講

習会、東京都、2020年 1月 

 

● 騒音性難聴の労災認定 

杉原三郎 

第 24回日本耳鼻咽喉科学会、産業・環境保健講

習会、東京都、2020年 1月 

 

● 「耳の聞こえとケアについて」 

杉原三郎 

米子市健康講話（夜見公民館）、米子市、2020年

7月 

 

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

【看護部】 

《論 文》 
● 入院保存期慢性腎臓病患者さんの療養生活を

支援する～塩味覚検査を用いた教育入院～ 

森岡万里 

中国腎不全研究会誌 2019、28巻：21-22、2020年 

 

《著 書》 
● ［となりの施設の PDCA］病棟リハビリテー

ションによる FIM向上を目指した取り組み 

丸本康将 

BRAIN NURSING、メディカ出版、2020年 

 

● ［第 4 章 症状・合併症についての標準看護

計画］35 麻痺のある患者の看護 

森岡万里、武下絵梨 

透析ケア 2020年冬季増刊 最新版 透析室の標準

看護計画、メディカ出版、2020 年 

 

● ［第 4 章 症状・合併症についての標準看護

計画］40 視力障害（糖尿病網膜症、白内

障）のある患者の看護 

森岡万里 

透析ケア 2020年冬季増刊 最新版 透析室の標準

看護計画、メディカ出版、2020年 

 

《学会発表》 
● 手術室看護を語り合う ―ワールドカフェの

効果― 

岩田佳子、伊藤寛子、濵﨑葉留美、拜藤真美 

第 34回日本手術看護学会年次大会、Web開催、 

2020年 11月 

 

● 「シンポジウム 地域包括と腎不全看護」           

地域との連携 ～透析患者さんの地域へのス

ムーズな受け入れを目指して～ 

森岡万里 

第 23回日本腎不全看護学会学術集会・総会、 

オンデマンド、2020年 11 月 

 

● 透析患者における足爪のセルフケアに対する

個別指導の効果 ～「爪の状態評価」とアン

ケート調査による考察～ 

渡部智恵、西村裕子、藤田真希子、水田栄之助 

第 23回日本腎不全看護学会学術集会・総会、 

オンデマンド、2020年 11 月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 新型コロナウイルス感染症対策に係る福祉施

設等の予防的巡回指導 

森石好江 

新型コロナウイルスの感染予防等に係る現地指導

（なんぶ幸朋苑）、米子市、2020年 7月 

 

● 新型コロナウイルス感染症対策に係る福祉施

設等の予防的巡回指導 

鹿原佳子、森石好江 

新型コロナウイルスの感染予防等に係る現地指導

（百寿苑・グループホームともさん家）、 

東伯郡、2020年 8月 

 

● 新型コロナウイルス感染症対策に係る福祉施

設等の予防的巡回指導 

森石好江 

新型コロナウイルスの感染予防等に係る現地指導

（りんどうの郷）、米子市、2020年 8月 

 

● 学校寮における新型コロナウイルス感染予防

等に係る衛生指導 

鹿原佳子、森石好江 

学校寮における新型コロナウイルス感染予防等に

係る衛生指導（米子工業高等専門学校）、 
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米子市、2020年 8月 

 

● 新型コロナウイルス感染症対策に係る福祉施

設等の予防的巡回指導 

鹿原佳子、森石好江 

新型コロナウイルス感染症を想定した模擬訓練

（百寿苑）、東伯郡、2020年 9月 

 

● 組織管理論Ⅰ（組織マネジメント概論） 

森石好江 

認定看護管理者ファーストレベル教育課程研修、

鳥取市、2020年 10月 

 

● 腎不全・透析看護を知ろう 

森岡万里 

院内看護師研修会、米子市、2020 年 9月 

 

● 透析患者と災害看護 

森岡万里 

リソースナース会 WEB研修、米子市、 

2020 年 9月 

 

● 透析患者の服薬アドヒアランス向上への取り

組み 

元栄亜紀 

透析連携の会、米子市、2020年 11月 

 

● 身体抑制期間の短縮化に向けて ～アセスメ

ントツール改良・チームカンファレンスを導

入して～ 

前田智美、田宮優子、成瀬実里、関 千暁、 

須澤真由美 

看護研究発表会、米子市、2020 年 10月 

 

● 食事摂取量と味覚の関連 ～全口腔法味覚検

査を用いた現状調査～ 

栗村香穂、表 奏子、山形由美、小林由香里、 

矢瀧慶子 

看護研究発表会、米子市、2020 年 10月 

 

● 急性期病棟に勤務する看護師の退院支援の実

態 

池原裕子、吉川みゆき、中西 彩、小林祐介、 

水上京子、若林千尋 

看護研究発表会、米子市、2020 年 10月 

 

● セル看護 

西村佳寿美、早田留美、福島絵梨香、 

斎賀恵美子、大根むつみ 

看護研究発表会、米子市、2020 年 10月 

 

● 地域包括ケア病棟看護師の退院支援における

困難要因 

横地知佳、佐野ますみ、妹澤佳恵、濱崎まゆみ 

看護研究発表会、米子市、2020年 10月 

 

● 安全なシリンジ交換方法の検討 

岡坂真美、松原勇生、渡部いづる、田中未依、 

北水美香 

看護研究発表会、米子市、2020年 10月 

 

● 認知症と身体抑制に対する看護師の認識につ

いて 

四木由花、内田淳美、兼山恵利、笹野智子、 

北水美香 

看護研究発表会、米子市、2020年 10月 

 

● 妊娠中期の人工妊娠中絶に関わる助産師の感

情 

深田千遥、足立優子、山本 爽、佐藤操子、 

富田千佳 

看護研究発表会、米子市、2020年 10月 

 

● 過去記録から術後合併症の傾向を探る実態調

査 ～術中看護の質の向上を目指して～ 

吉岡めぐみ、山根弓子、濱崎葉留美、拝藤真美 

看護研究発表会、米子市、2020年 10月 

 

● 「お薬相談シート」導入による残薬減少への

効果 ～患者服薬アドヒアランス向上に向け

て～ 

元栄亜紀、三浦美由紀、小谷順子、濱崎まゆみ、

山本 直、中岡明久 

看護研究発表会、米子市、2020年 10月 

 

● 上部消化管内視鏡の前処置における患者の苦

痛軽減 

宇田川愛恵、中尾裕美、藤原愛美、梅原淳子、 

田中和恵 

看護研究発表会、米子市、2020年 10月 

 

《メディア》 
● コロナ予防策現地指導 

森石好江 

山陰中央新報 地域 24、 

2020年 7月 29日掲載 

 

● 感染予防を現地指導 

森石好江 
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日本海新聞 地域総合（21）、 

2020 年 7月 30日掲載 

 

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

【薬剤部】 

《学会発表》 
● 疑義照会の簡素化プロトコル作成へ向けた調

査 

草巻直人、岡本航平、丸山奈緒子、三瀬宏海、 

原 康晃、西本美由紀、玉置秀成、冨岡謙二 

第 25回鳥取県医療薬学セミナー、米子市、 

2020 年 11月 

 

● バンコマイシンの初期投与設計方法の検討 

西本美由紀、松浦奈保子、原 康晃、 

長谷川千絵、上平志子、冨岡謙二 

第 59回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬

剤師会中国四国支部学術大会、WEB 開催、 

2020 年 12月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● バイオシミラーを使おう！ 

小林愛弓、原 康晃、松浦奈保子、上平志子 

令和元年度ＴＱＭ活動発表会、米子市、 

2020 年 1月 

 

● 〈セッション 1〉『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と

評価～保険薬局へのフィードバック～』 

椛田弘治、谷口彰正、川﨑智弘、上平志子 

薬薬連携 連絡会（第 1回）、米子市、2020年 2月 

 

● 〈セッション 2〉『2020年診療報酬改定に伴

う今後の当院での取り組みについて』 

長谷川 千絵 

薬薬連携 連絡会（第 1回）、米子市、2020年 2月 

 

● 〈セッション 3〉『これからの薬薬連携推進

のためのディスカッション』 

上平志子 

薬薬連携 連絡会（第 1回）、米子市、2020年 2月 

 

● 肺がんで使用する薬剤 

椛田弘治 

5西病棟勉強会、米子市、2020年 5月 

 

● 腎臓病の内服薬と服用方法 

三瀬宏海 

腎臓病教室、米子市、2020年 9 月、10月 

 

● がん疼痛の薬物療法（麻薬） 

椛田弘治 

5西病棟勉強会、米子市、2020年 12月 

 

《学術誌以外の雑誌》 
● コロナ禍で失ったもの、得たもの 

冨岡 謙二 

週刊薬事新報、3180号、2020 年 

 

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

【リハビリテーション科】 

【中央リハビリテーション部】 

《学会発表》 
● ダイナミックスプリントを併用した作業療法

により手指屈筋腱癒着が改善した症例 

河場 航、三上将史、浜岡憲二、礒邉康行、 

山下優嗣 

第 54回日本作業療法学会、新潟市、2020年 9月 

 

● 当院における橈骨遠位端骨折術後患者の自主

練習指導用紙運用の効果 

三上将史、河場 航、浜岡憲二、礒邉康行、 

山下優嗣 

第 54回日本作業療法学会、新潟市、2020年 9月 

 

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

【放射線科】【中央放射線部】 

《論 文》 
● Treatment of pulmonary arteriovenous 

malformations: clinical experience using 

different embolization strategies 

Akira Adachi, Kengo Ohta, Younes Jahangiri, 

Yusuke Matsui, Masahiro Horikawa, Yindee 

Geeratikun, Orapin Chansanti, Shinsaku Yata, 

Shinya Fujii, Jonathan Steinberger,  

Frederick S. Keller, Khashayar Farsad  

Japanese Journal of Radiology、38(4)：382-

386、2020年 

 

● 急性 B型大動脈解離が進展した真性腹部大動

脈瘤に対し血管内治療が奏功した 1例 

高杉昌平、藤原義和、岸本 論、倉敷朋弘、 

大内泰文、足立 憲、矢田晋作、塚本和充、 

遠藤雅之、岸本 望、藤井進也、西村元延 

日本血管内治療学会誌、20(1)：63-67、2020年 
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《学会発表》 
● PADに対する IVRを始めよう 第 2部 

膝下動脈病変に対する IVR 

足立 憲 

第 49 回日本 IVR学会総会、神戸市、2020年 8月 

 

● 腹部造影 CT体重別造影効果の検討 

増田 大 

鳥取県診療放射線技師会 学術大会、Web、 

2020 年 12月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 胸部 CT の勘所と安全な造影の勘所 

増田 大 

鳥取県診療放射線技師会肺がん 検診部会研修

会、Web、2020年 10月 

 

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

【病理診断科】【中央検査部】 

《著 書》 
● ［3章 12節］筋電図検査 

石垣宏之 

ナーシンググラフィカ EX 疾患と看護⑦ 運動器、

メディカ出版、2020年 

 

● ［3章 13節］神経伝導検査 

石垣宏之 

ナーシンググラフィカ EX 疾患と看護⑦ 運動器、

メディカ出版、2020年 

 

《学会発表》 
● 感染症迅速診断キットのオンライン導入効果 

門脇朱理 

日本医療検査科学会 第 52回大会、 

オンデマンド開催、2020年 10月 

 

● 感染症迅速診断キットのオンライン導入効果 

門脇朱理 

第 46回 鳥取県医学検査学会、湯梨浜町、 

2020 年 10月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● AEDの取り扱い、および学校における応急処

置について 

倉橋 奈緒子 

車尾小学校 PUSH講習、米子市、2020年 2月 

 

● 検査技師が行う足の検査 

岩田和宏 

第 13回臨床糖尿病セミナー、米子市、 

2020年 3月 

 

● 生物化学分析部門 

検査結果を返す時に注目するポイント 

石杉千春 

鳥取県臨床検査技師会 2020 年度 第 1回学術部研

修会（ステップアップ研修会）生化学分析部門、

オンデマンド開催、2020年 9月 

 

● 当院のコロナ検査体制の構築 

湯田範規 

2020年度第 2回臨床検査総合部門研修会 

COVID－19対策各施設の取り組み状況、 

オンデマンド開催、2020年 12月 

 

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

【医療情報管理室】 

《学会発表》 
● 病院情報システムにおける利用者支援機能の

病院間での差異に起因するリスク  ～利用者

の認知・行動モデルに基づく分類～ 

津久間秀彦、太田原 顕 

第 24回 日本医療情報学会 春季学術大会、つく

ば市、2020年 6月 

 

● 病院情報システムのヘルプデスク問い合わせ

データの利用者行動指向での整理・分析 〜

問題事象の原因に対する利用者とサービス提

供者の認識のギャップに注目する〜 

津久間秀彦、太田原 顕 

第 40回医療情報学連合大会（第 21回日本医療情

報学会学術大会）、浜松市、2020年 11月 

 

● シンポジウム：コミュニケーションツールと

しての ICT 電子的に情報交換を行うことの

メリットとデメリット 

小坂泰二郎、大内邦枝、楫野良知、小池大助、 

内藤貴基、太田原 顕、島 健一郎 

第 15回医療の質・安全学会学術集会、港区、

2020年 11月 

 

 


