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山陰労災病院業績集 
（2022 年 1 月〜12 月） 

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

【消化器内科】 

《学会発表》 
● 鳥取県、米子市の胃がん検診の現況 

―コロナ禍の影響を含めて― 

謝花典子、向山智之、八島一夫、濱本哲郎、 

岸本幸廣、磯本 一、三浦邦彦、岡田克夫 

第 53回日本消化器がん検診学会中国四国地方

会、出雲市、2022年 11月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 胃がん内視鏡検診の現況とこれからの課題 

―鳥取県,米子市の検診成績を含めて― 

謝花典子 

鳥取県東部医師会胃がん内視鏡検診 講習会、 

鳥取市、2022年 12月 

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

【糖尿病･代謝内科】 

《講演会･研究会･研修会》 
● かかりつけ医と連携の上セマグルチドを併用

して血糖コントロールが改善できた症例 

宮本美香 

令和４年度第１回 西部医師会糖尿病研修会、 

米子市、2022年 9月 

 

● 急性合併症 

宮本美香 

令和４年度第１回 鳥取県糖尿病療養指導士試験

受験資格取得のための講習会、米子市、 

2022 年 10月 

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

【腎臓内科】【腎センター】 

《講演会･研究会･研修会》 
● 当院の停電事例について 

山本 直 

透析災害対策セミナー、米子市、2022年 4月 

 

● 鳥取県西部地区における CKD医療連携 

～HIF-PH阻害薬を安全に使用するために～ 

山本 直 

第 1回 広島西部腎不全講演会、広島市、 

2022年 11月 

 

● 慢性腎臓病に潜む膠原病の臨床的検討 

山本 直 

腎を考慮したリウマチ膠原病治療を考える会、 

米子市、2022年 11月 

 

《学術誌以外の雑誌》 
● 「腹膜透析」Q & A 

山本 直 

腹膜透析の情報誌 VIVID、93号：13ページ、 

2022年 

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

【循環器内科】【高血圧内科】 

《論 文》 
● 心機能障害を有する有症候性大動脈弁狭窄症

に対するバルーン大動脈弁形成術の長期予後

に及ぼす効果 

遠藤 哲、足立正光、太田原 顕、川谷俊輔、 

網﨑良佑、中村研介、笠原 尚、水田栄之助、 

尾崎就一 

心臓、54(4)：467-474、2022 年 

 

● Differences in needs for community 

collaboration for heart failure between 

medical and nursing care staff 

Yoshiharu Kinugasa, Masaharu Fukuki, Yutaka 

Hirota, Natsuko Ishiga, Masahiko Kato, 

Einosuke Mizuta, Emiko Mura, Yoshihito 

Nozaka, Hiroki Omodani, Hiroaki Tanaka, 

Yasunori Tanaka, Izuru Watanabe, Kazuhiro 

Yamamoto, Toshiaki Adachi  

Heart Vessels、37(6)：969-975、2022年 

 

● Xanthinuria Type 1 with a Novel Mutation 

in Xanthine Dehydrogenase and a Normal 

Endothelial Function 

Satoshi Miyazaki, Toshihiro Hamada, Shinobu 

Sugihara, Einosuke Mizuta, Yusuke Endo, 

Akira Ohtahara, Koji Komatsu, Masanari 

Kuwabara, Tomoko Fukuuchi, Kiyoko Kaneko, 

Kimiyoshi Ichida, Kazuhide Ogino, Haruaki 

Ninomiya, Kazuhiro Yamamoto, Takashi 

Nakamura, Ichiro Hisatome  

Internal Medicine、61(9)：1383-1386、2022年 
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● 久保田論文に対する Editorial Comment 

水田 栄之助 

心臓、54(9)：1047、2022年 

 

《著 書》 
● ［心不全と味覚について］なぜ、減塩が難し

いのか？  

水田 栄之助 

心不全栄養バイブル、中外医学社、2022年 

 

《学会発表》 
● The Interaction between 

Hyperlipoprotein(a)-emia and 

Hyperinsulinemia for the Severity of 

Coronary Atherosclerosis 

Kasahara Takashi, Endoh Satoshi, Osaki 

Shuichi , Amisaki Ryosuke, Mizuta Einosuke, 

Adachi Masamitsu, Ohtahara Akira  

第 86回 日本循環器学会学術集会、神戸市、 

2022 年 3月 

 

● インスリン抵抗性と冠動脈硬化重症度との関

連; 糖尿病の有無による交互作用 

(循環器内科)笠原 尚、遠藤 哲、尾崎就一、 

網崎良佑、佐々木直子、水田栄之助、足立正光、 

太田原 顕 

(糖尿病代謝内科)宮本美香、本田 彬、櫻木哲詩 

糖尿病学会 第 65回年次学術集会、神戸市、 

2022 年 5月 

 

● 高 Lp(a)血症と高インスリン血症の冠動脈硬

化重症度に対する交互作用 

笠原 尚、遠藤 哲、尾崎就一、網崎良佑、 

佐々木直子、水田栄之助、足立正光、太田原 顕 

第 54回 日本動脈硬化学会学術集会、久留米市、

2022 年 7月 

 

● 高インスリン血症と高 Lp(a)血症の冠動脈硬

化重症度に対する交互作用 

笠原 尚、遠藤 哲、尾崎就一、網崎良佑、 

佐々木直子、水田栄之助、足立正光、太田原 顕 

第 70回 日本心臓病学会学術集会、京都市、 

2022 年 9月 

 

● 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(第 3

版) 活用状況に関するアンケート調査 

浜田紀宏、水田 栄之助、桑原政成、太田原 顕、

荻野和秀、嶺尾郁夫、藏城雅文、山内高弘、 

森脇優司、寺井千尋、土橋卓也、谷口敦夫、 

今田恒夫、市田公美、内田俊也、久留一郎 

第 55回 日本痛風・尿酸核酸学会総会、福井市、

2022年 2月 

 

● 尿酸塩結晶によるマクロファージのインフラ

マソーム活性化に及ぼす可溶性尿酸の効果と

その責任トランスポーターの解明 

野津智美、荻野和秀、桑原政成、水田 栄之助、

太田原 顕、宮崎 聡、加藤雅彦、浜田紀宏、 

山本一博、久留一郎 

第 55回 日本痛風・尿酸核酸学会総会、福井市、

2022年 2月 

 

● 開業医が診る高血圧診療の up to date 実

地医家が見る治療抵抗性高血圧 塩分制限へ

の取り組み 

水田 栄之助 

第 10回 臨床高血圧フォーラム・シンポジウム、

札幌市、2022年 6月 

 

● 地方でも可能な減塩の社会的アプローチ 

水田 栄之助、牧山嘉見、中山 奈都子、 

藤光洋志、加藤 愛 

第 44回 日本高血圧学会総会、京都市、 

2022年 10月 

 

● ストレス社会における高尿酸血症の年度別発

生頻度調査 

水田 栄之助、太田原 顕、桑原政成、久留一郎 

第 70回 日本職業・災害医学会学術大会、 

松本市、2022年 11月 

 

● 術前休薬・術後の薬剤再開基準表作成・運用

の紹介 

冨岡謙二、柴田俊輔、多田裕子、山形理香、 

太田原 顕  

第 8回 日本医薬品安全性学会学術大会、 

仙台市、2022年 8月 

 

● 多職種連携を含めた抗凝固薬・抗血小板薬管

理の情報共有化の取り組み 

太田原 顕、柴田俊輔、田川雅敏、永田理加、 

冨岡謙二、前田直人 

第 17回 医療の質と安全学会、神戸市、 

2022年 11月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 在宅での栄養・血圧管理について 

水田 栄之助 

第 2回 訪問看護師向け心不全勉強会、米子市、
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2022 年 1月 

 

● 救急現場における循環器疾患 

水田 栄之助 

令和 3年度 消防職員救急救命士活性化コース第 1

回、米子市、2022年 1月 

 

● 研修プログラムのあり方 

水田 栄之助 

第 27回 全国労災病院臨床研修指導医講習会、 

全国(Web)、2022年 1月 

 

● 漢方はとても役立つ！ 

～心不全・循環器病編～ 

水田 栄之助 

福山市医師会学術講演会、福山市、2022年 2月 

 

● うま味と減塩 そして味覚の深い関係 

水田 栄之助 

うま味を活用したおいしい減塩～「味覚」の重要

性を考えよう～、全国(Web)、2022 年 2月 

 

● 二次救急病院循環器内科外来での高尿酸血

症・痛風診療の実態 

水田 栄之助 

持田製薬社内勉強会、米子市、2022 年 3月 

 

● 二次救急病院における心アミロイドーシス患

者について 

水田 栄之助 

鳥取エリア配信 心アミロイドーシス治療連携 

WEB フォーラム、米子市、2022年 4月 

 

● 健康寿命を延ばすための減塩・心臓リハビリ

テーション 

水田 栄之助 

大塚製薬工場社内勉強会、米子市、2022年 5月 

 

● 患者に興味を持ってもらうような高血圧治療

を行うコツ 

水田 栄之助 

世界高血圧デー鳥取・岡山講演会、 

鳥取・岡山(Web)、2022年 5月 

 

● 健康寿命を延ばすための減塩・高血圧治療 

水田 栄之助 

高梁市医師会学術講演会、高梁市、2022年 5月 

 

● 多職種で考える心不全ステージ D患者のより

よい最期の迎え方 

水田 栄之助 

多職種で地域の心不全を考える会、米子市、 

2022年 5月 

 

● 心不全パンデミックにおける HIF-PH阻害薬

の役割 

水田 栄之助 

協和発酵キリン社内勉強会、米子市、2022年 5月 

 

● 循環器医からみた HIF-PH 阻害薬 

水田 栄之助 

鳥取県西部医師会学術講演会、米子市、 

2022年 6月 

 

● 我々の病院の研修医リクルート対策 

水田 栄之助 

第 28回 全国労災病院臨床研修指導医講習会、 

全国(Web)、2022年 6月 

 

● かゆい所に手が届く漢方！ 

〜循環器・腎臓内科編〜 

水田 栄之助 

中国地区 Kampo Short Lecture、中国地方(Web)、

2022年 6月 

 

● 心不全の最新知識について 

水田 栄之助 

第 1回 鳥取県西部地区循環器病診連携の会、 

米子市、2022年 7月 

 

● 在宅で心不全を診るコツ 

水田 栄之助 

在宅連携 Webセミナー、米子市、2022年 7月 

 

● 健康寿命を延ばすための高血圧管理 

水田 栄之助 

巌公民館「いわお塾」、米子市、2022年 9月 

 

● 循環器領域における身近な漢方薬 

水田 栄之助 

防府医師会学術講演会、防府市、2022年 9月 

 

● がんより多い心不全患者の緩和ケア 

水田 栄之助 

第 25回 米子緩和ケア研究会、米子市、 

2022年 10月 

 

● 当院でのサクバトリルバルサルタン使用経験 

こういう患者に ARNIを！  

水田 栄之助 

エンレスト高血圧症適応追加 1周年記念講演会、
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鳥取市、2022年 10月 

 

● 美味しさと健康 

水田 栄之助 

鳥取県産業技術センター味とかおりの官能評価手

法研修、境港市、2022年 10月 

 

● コロナに負けない食生活と健康づくり 

水田 栄之助 

米子市食生活改善推進員講演会、米子市、 

2022 年 11月 

 

● HFrEF の最新治療 新常識！ファンタスティ

ック 4 

水田 栄之助 

令和 4年度 心不全地域連携パス研修会、 

米子市、2022年 11月 

 

● 研修医がまず知っておきたい漢方 

水田 栄之助 

鳥取県研修医漢方セミナー、米子市、 

2022 年 11月 

 

● 食後低血圧の一例 

水田 栄之助 

第 2回 鳥取県西部地区循環器病診連携の会、 

米子市、2022年 11月 

 

● 心不全治療 UPDATE 相次ぐ新薬登場で知って

おきたいこと 

水田 栄之助 

心腎連関を考える会 in倉吉、倉吉市、 

2022 年 11月 

 

● 救急現場における循環器疾患 

水田 栄之助 

令和 4年度 消防職員救急救命士活性化コース、

米子市、2022年 12月 

 

● 院内・院外での心不全領域でのチーム医療と

病診連携 

水田 栄之助 

ライフライン社内勉強会 Project PHOENIX 

Professional Vol.6、全国(Web)、2022年 12月 

 

● 医療安全と医療情報との連携について 

太田原 顕 

2022 最高質安全責任者(CQSO)養成研修、 

名古屋市、2022年 12月 

 

● 多職種連携を含めた抗凝固薬管理の情報共有

化の取り組み 

太田原 顕、前田直人、内藤 威、冨岡謙二、 

吉永加代子、田川雅敏、永田理加 

第 22回 山陰リスクマネジメント研究会、 

米子市、2022年 6月 

 

● 電子カルテシステム・医療情報を理解する 

太田原 顕 

大塚製薬 社内レクチャー、米子市、2022年 4月 

 

● 医療安全という取り組み 

太田原 顕 

興和社内研修会、米子市、2022年 11月 

 

● CTEPH に対して BPA適応された高齢者の 2例 

太田原 顕 

鳥取 PH研究会、米子市、2022 年 3月 

 

《学術誌以外の雑誌》 
● 健康寿命を延ばすための「美味しい」社会的

減塩について 

水田 栄之助 

鳥取県西部医師会報、213 号：32-33、2022年 

 

● 健康寿命を延ばすための「美味しい」社会的

減塩について 

水田 栄之助 

鳥取県医師会報、810号)：79-81、2022年 

 

《メディア》 
● 味覚を操る「高血圧」のスペシャリスト 

水田 栄之助 

マイナビ RESIDENT、臨床研修病院と名物医師を知

る・2022年 5月 

 

● ここまで進んだ!?味覚の最新研究 

水田 栄之助 

NHK、週間まるわかりニュース ミガケ好奇心・

2022年 7月 

 

● おいしく減塩、健康に 

水田 栄之助 

日本海新聞、2022年 7月 

 

● 【無食塩】アカモクうどんって？  

水田 栄之助 

日本海テレビ、ニュース日本海プラス 1・2022年

10月 

 

● 減塩を長続きさせるコツ 
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水田 栄之助 

中海テレビ、健康ぷらざ・2022 年 11月 

 

● 【夫の精神を引き継ぐ】体に優しく美味しい

麺【あかもく】 

水田 栄之助 

日本海テレビ、ニュース日本海プラス 1・2022年

12 月 

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

【脳神経内科】 

《論 文》 
● 片側椎骨動脈閉塞による延髄・上位頸髄梗塞

の 1例 

金谷優広、松本正太、吉本祐子、楠見公義 

脳卒中、44(5)：518-523、2022 年 

 

《学会発表》 
● ジスチグミン臭化物にてコリン作動性クリー

ゼを呈した パーキンソン病の 78歳女性例 

楠見公義、水滝智香、吉本祐子、西向栄治 

第 34回 日本老年医学会中国地方会、米子市、 

2022 年 12月 

 

● 認知症高齢者の退院後の療養先に関する調査 

須田明美、池谷鉄兵、足立隆彦、高須淳司、 

楠見公義 

第 34回 日本老年医学会中国地方会、米子市、 

2022 年 12月 

 

● 片側椎骨動脈閉塞による延髄・上位頸髄梗塞

の一例 

金谷優広、松本正太、吉本祐子、楠見公義 

第 111回 日本神経学会中国・四国地方会、 

倉敷市、2022年 6月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 脳卒中における地域連携 

楠見公義 

ケアネット Live Symposium、米子市、 

2022 年 3月 

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

【整形外科】【脊椎整形外科】 

【外傷整形外科】【手外科】 

《論 文》 
● Effect of coordinator-based osteoporosis 

intervention on quality of life in 

patients with fragility fractures: a 

prospective randomized trial 

R. Okuda, M. Osaki, Y. Saeki, T. Okano, K. 

Tsuda, T. Nakamura, Y. Morio, H. Nagashima, 

H. Hagino 

Osteoporosis International、33(7)：1445-55、

2022年 

 

《学会発表》 
● 後期高齢者の強直性脊椎骨増殖症に生じた胸

腰椎移行部の脊椎損傷に対する手術治療 

土海敏幸、谷田 敦 

第 96回 西日本脊椎研究会、福岡市、 

2022年 12月 

 

● 腰椎手術での止血困難例に対するヒトトロン

ビン含有ゼラチン使用局所止血剤（フロシー

ル®）の有用性 

土海敏幸、谷田 敦、村田 圭、大月健朗、 

山下優嗣、岡野 徹、永島英樹 

第 51回 日本脊椎脊髄病学会、横浜市、 

2022年 4月 

 

● 結節間溝内に発生した滑膜軟骨腫症の 1例 

村田 圭、築谷康人、土海敏幸、大月健朗、 

山下優嗣、岡野 徹 

第 77回 山陰整形外科集談会、米子市、 

2022年 6月 

 

● ミニシンポジウム 変形性関節症と骨代謝 

岡野 徹 

第 42回 日本骨形態計測学会、米子市、 

2022年 6月 

 

● 結節間溝内に発生した滑膜軟骨腫症の 1例 

村田 圭、築谷康人、中澤一樹、土海敏幸、 

大月健朗、岡野 徹 

第 55回 中国四国整形外科学会、倉敷市、 

2022年 11月 

 

● 令和 4年度診療報酬改定前後の大腿骨近位部

骨折手術待機時間の変化 

中澤一樹、岡野 徹、村田 圭、築谷康人、 

土海敏幸、大月健朗 

第 55回 中国四国整形外科学会、倉敷市、 

2022年 11月 
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《講演会･研究会･研修会》 
● 多職種連携による骨粗鬆症診療 

岡野 徹 

ケアネット Live Symposium、ウェブ講演、 

2022 年 3月 

 

● 地方急性期病院における多職種および地域連

携による骨粗鬆症診療 

岡野 徹 

京滋骨粗鬆症リエゾンサービスサミット、 

ウェブ講演、2022年 3月 

 

● 当科での関節リウマチに対するアバタセプト

使用例の検討 

大月健朗 

第 6回 鳥取県西部関節リウマチセミナー、 

ウェブ講演、2022年 12月 

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

【脳神経外科】 

《論 文》 
● 再開通困難因子が重複した症例に対する血栓

回収手技の工夫と UK局所動注の有用性 

坂本誠、宇野哲史、中島定男、桑本雄平、 

高見飛鳥、小椋貴文、黒崎雅道、網﨑秀史、 

田邊路晴 

脳神経外科速報、32巻(3号)：400-407、2022年 

 

《著 書》 
● ［再開通困難例の治療戦略②］再開通困難因

子が重複した症例に対する血栓回収手技の工

夫と UK 局所動注の有用性 

坂本 誠、宇野哲史、中島定男、桑本雄平、 

高見飛鳥、小椋貴文、黒崎雅道、網﨑秀史、 

田邊路晴 

脳神経外科速報 32(3)、メディカ出版、2022年 

 

《学会発表》 
● 非痙攣性てんかん重積（NCSE）の 48症例に

脳血流 SPECTを用いた検討 

網﨑秀史、近藤慎二、田邊路晴 

第 16回 日本てんかん学会、中国・四国地方会、

出雲市、2022年 2月 

 

《講演会･研究会･研修会》 

● 機能的脳外科のあれこれ 

近藤慎二 

鳥取大学 脳とこころの医療センター 臨床検討

会【特別講演】、米子市、2022 年 4月 

 

● “初めてシリーズ” 初めてのクリッピング 

網﨑秀史 

鳥取大学医学部脳外神経外科合同カンファラン

ス、米子市、2022年 2月 

 

● 印象に残った手術 2021 年－ＶＮＳ、

meta、血管腫－ 

近藤慎二 

鳥取大学医学部脳外神経外科合同カンファラン

ス、米子市、2022年 4月 

 

● 脳ヘルニアから生還した硬膜下血腫（急性+

慢性）の一例 

田邊路晴 

鳥取大学医学部脳外神経外科合同カンファラン

ス、米子市、2022年 6月 

 

● 高齢者における髄膜種の外科的治療 

宮元大央 

鳥取大学医学部脳外神経外科合同カンファラン

ス、米子市、2022年 8月 

 

● 嘔気にて追突事故を起こし見つかった巨大円

蓋部髄膜種の一例 

宮元大央 

鳥取大学医学部脳外神経外科合同カンファラン

ス、米子市、2022年 11月 

 

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

【心臓血管外科】 

《学会発表》 
● 左鎖骨下動脈起始異常を伴う Kommerell 憩

室に対する Frozen elephant trunk を用い

た 1 期的 根治術の経験 

掘江 弘夢 

第 50回 日本心臓血管外科学会総会、北九州市、

2022年 5月 

 

● ミトコンドリア脳筋症に発生した腹部大動脈

可動性フラップに対して EVARを施行した１

例 

笹見強志、藤原義和、森本啓介 
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第 50回 日本心臓血管外科学会総会、北九州市、

2022 年 5月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● ～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、米子市、2022年 6月 

 

● いろいろな角度で考える；JAYEF 症例検討会 

掘江弘夢 

心エコー図学会；若手心エコーフェローの会 2、

米子市、2022年 4月 

 

● 重症心不全に対する植え込み型補助人工心臓

の適応管理 

掘江弘夢 

第 3回 多職種で地域の心不全を考える会、 

米子市、2022年 5月 

 

● 開心術について 

笹見強志 

山陰労災病院 HCU勉強会、米子市、2022年 1月 

 

● 開心術後管理について 

笹見強志 

山陰労災病院 6B病棟勉強会、米子市、 

2022 年 7月 

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

【産婦人科】 

《学会発表》 
● 心肺虚脱型羊水塞栓症の 1例 

岩部富夫、村上二朗、坂本靖子 

日本産科婦人科学会鳥取地方部会、米子市、 

2022 年 5月 

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

【看護部】 

《学会発表》 
● タキサン系薬剤による末梢神経障害へのプラ

スチック手袋と着圧ソックスの予防効果 

原田由美、青砥由美子、関 千暁、小林祐介、 

柴田俊輔 

第 60回 日本癌治療学会学術集会、神戸市、 

2022 年 10月 

 

● 鳥取県西部地区の小・中学校における心肺蘇

生法教育の現状 

原田真喜子 

第 38回 日本救急医学会中四国地方会、岡山市、

2022年 5月 

 

● コロナ禍でのクリティカル領域における OJT

の実際 

原田真喜子 

第 38回 日本救急医学会中四国地方会、岡山市、

2022年 5月 

 

● 認知症高齢者の退院後の療養先に関する調査 

須田明美、池谷鉄兵、足立隆彦、高須淳司、 

楠見公義 

第 34回 日本老年医学会中国地方会、米子市、

2022年 12月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 閉鎖式抗がん剤投与セットの使用方法につい

て 

原田由美 

院内研修、米子市、2022年 3･4月 

 

● 抗がん剤の副作用対処方法と曝露対策 

原田由美 

院内研修、米子市、2022年 3月 

 

● 抗がん剤投与する時に知っておきたいこと 

原田由美 

院内研修、米子市、2022年 6月 

 

● 救急救命講習 

原田真喜子 

松江市立東出雲中学校 教職員研修、松江市、 

2022年 4月 

 

● 救急救命講習 

原田真喜子 

松江市立鹿島中学校 教職員研修、松江市、 

2022年 4月 

 

● 明日から使える！フィジカルアセスメント 

原田真喜子 

山陰労災病院新人研修、米子市、2022年 5月 

 

● 急変時の対応に強くなる 

原田真喜子 

山陰労災病院 6B部署研修、米子市、2022年 6月 
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● 救急救命講習 

河田睦哉、冨田里美、原田真喜子 

安来市立第三中学校２･３年生 保健体育、 

安来市、2022年 7月 

 

● スポーツ障害時の対応について 

原田真喜子 

松江市中学校部局養護教諭部会研修、松江市、 

2022 年 8月 

 

● 12誘導心電図 

原田真喜子 

山陰労災病院 6B部署研修、米子市、2022年 9月 

 

● いのちの救い方 

原田真喜子、奥井陽子 

令和 4年度 子供の健康習慣 鳥取こどものための

市民公開セミナー、米子市、2022 年 10月 

 

● 窒息時の対応 

原田真喜子 

山陰労災病院 6B部署研修、米子市、 

2022 年 11月 

 

● 救急処置について 

原田真喜子 

仁多郡養護教諭部会研修会、仁多郡、 

2022 年 12月 

 

● 転倒転落対策（身体抑制の設置基準と使用方

法） 

須田明美 

山陰労災病院看護部新人研修「医療安全」、 

米子市、2022年 7月 

 

● 認知症高齢者の日常ケアで生じる倫理的課題 

須田明美 

山陰労災病院看護部ラダー研修、米子市、 

2022 年 10月 

 

● 認知症高齢者の看護に必要なアセスメントと

ケアの実際 

須田明美 

山陰労災病院新人研修、米子市、2022年 10月 

 

● 当院の認知症高齢者の現状                              

～認知症ケア回診データからの分析～ 

須田明美、池谷鉄兵、足立隆彦、高須淳司、 

楠見公義 

第 40回 山陰認知症ケア研究会、米子市、 

2022 年 9月 

 

● 看護倫理ってなあに                                     

～医療現場における倫理を学ぼう～ 

須田明美 

山陰労災病院新人研修、米子市、2022年 1月 

 

● 認知症ケアの実際                                        

～できることからはじめよう～ 

須田明美 

鳥取県臨床検査技師会研修会、WEB、2022年 1月 

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

【薬剤部】 
《学会発表》 
● 術前休薬・術後の薬剤再開指示運用の紹介 

冨岡謙二 

第 8回 日本医薬品安全性学会学術大会、WEB、 

2022年 8･9月 

 

● インシデント管理システムを用いたインシデ

ント・アクシデント再発防止対策を効果的に

実践する手法について 

冨岡謙二 

第 32回 日本医療薬学会年会、高崎市、 

2022年 9月 

 

● 院外及び院内処方せんにおける疑義照会簡素

化プロトコルの運用 

玉置秀成、草巻直人、丸山奈緒子、瀬尾崇識、 

紙谷瑞希、三瀬宏海、西本美由紀、冨岡謙二 

第 32回 日本医療薬学会年会、高崎市、 

2022年 9月 

 

● 当院におけるプレアボイド報告件数増加に向

けた取り組み 

瀬尾崇識、西本美由紀、冨岡謙二 

第 61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、広島市、 

2022年 11月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● がん患者の麻薬使用時の副作用について 

椛田弘治 

がん化学療法・緩和医療研修、米子市、 

2022年 1･2月 

 

● ＃We♡love 一包化キャンペーン 

原 康晃、丸山奈緒子、草巻直人、瀬尾崇識 
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令和 3年度ＴＱＭ活動発表会、米子市、 

2022 年 2月 

 

● 胃癌レジメンで使用する抗がん剤の副作用及

び副作用対策 

椛田弘治 

第 3回 薬薬連携 連絡会、米子市、2022年 3月 

 

● 薬剤・造影剤の副作用情報について記載内

容・処方チェック・登録方法変更の説明 

冨岡謙二 

医療法施行規則第 1条の 11に基づく研修、 

米子市、2022年 3月 

 

● がん患者におけるせん妄について 

椛田弘治 

第 2回 がん化学療法・緩和医療 Web研修、 

米子市、2022年 7月 

 

● 麻薬について 

國谷聡子 

5B 病棟 勉強会、米子市、2022年 8月 

 

● 院外・院内疑義照会簡素化プロトコル運用の

紹介 

玉置秀成 

令和 4年度 近畿・中国・四国ブロック労災薬剤

部会、WEB、2022年 8月 

 

● 免疫チェックポイント阻害薬（ICI）につい

て 

椛田弘治 

第 3回 がん化学療法・緩和医療 Web研修、 

米子市、2022年 9月 

 

● 腎臓病の薬物療法について 

三瀬宏海 

腎臓病教室、米子市、2022年 9 月 

 

● 当院における心不全治療と薬剤師の関わりに

ついて 

紙谷瑞希 

心不全地域連携講演会、WEB、2022 年 10月 

 

● がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する

基本的な考え方① 

椛田弘治 

第 4回 がん化学療法・緩和医療 Web研修、 

米子市、2022年 11月 

 

● うっ血性心不全患者のバンコマイシンの血清

中濃度が異常高値を示した一例 

紙谷瑞希、草巻直人、松浦奈保子、長谷川千絵、

西本美由紀、冨岡謙二 

第 26回 鳥取県医療薬学セミナー、米子市、 

2022年 12月 

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

【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》 
● 重度の四肢麻痺を呈したギランバレー症候群

に対する急性期理学療法の経験 

廣常明里、田中 希、楢原貴雄 

第 21回 鳥取県理学療法学術大会、倉吉市、 

2022年 11月 

 

● 呼吸器疾患患者に対する吸気筋トレーニング

（IMT)の効果の役割 

山下智紀、池田理沙、橋本みなみ、石田晃彦、 

山根賢大、山上真理子、楢原貴雄、礒邉康行 

第 32回 リハビリテーション研究会 in Yonago、

米子市、2022年 11月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● がんの理学療法 

齋鹿知美 

YMCA米子医療福祉専門学校がんの理学療法講義、

米子市、2022年 10月 

 

● クリニカルスキルⅢ（OSCE） 

三上将史 

YMCA米子医療福祉専門学校クリニカルスキルⅢ

（OSCE）、米子市、2022年 12月 

 

● 糖尿病療養指導における役割と実践 

山根賢大 

糖尿病療養指導勉強会、米子市、2022年 9月 

 

● 看護部新人研修（移乗・トランスファー） 

石田晃彦 

看護部新人研修、米子市、2022年 5月 

 

● 安全・安楽・迅速なトランスファーの方法と 

ボディメカニクスについて学ぶ 

石田晃彦 

4B病棟勉強会、米子市、2022 年 12月 
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● 脳卒中患者の急性期病院におけるリハビリテ

ーション（言語聴覚療法） 

北山香代子 

第 7回 陰労災病院地域連携交流会、米子市、 

2022 年 9月 

 

● 脳卒中患者の急性期病院におけるリハビリテ

ーション（言語聴覚療法） 

北山香代子 

第 8回 山陰労災病院地域連携交流会、米子市、

2022 年 11月 

 

● 当院の脳血管疾患リハビリテーションの現状

（作業療法） 

河場 航 

第 7回 地域連携交流会、米子市、2022年 9月 

 

● 当院の脳血管疾患リハビリテーションの現状

（作業療法） 

河場 航 

第 8回 地域連携交流会、米子市、2022年 11月 

 

● 当院における外来心臓リハビリテーションの

現状と課題 

森田一也 

第 14回 大山心臓リハビリテーション研究会、 

米子市、2022年 8月 

 

● 急性呼吸障害の対する早期ケア・リハビリテ

ーション 

山下智紀 

5B 研修会、米子市、2022年 9月 

 

● 集中治療領域における早期呼吸ケア・リハビ

リテーション 

山下智紀 

HCU 研修会、米子市、2022年 10 月 

 

● 高齢に伴う口腔機能・オーラルフレイルにつ

いて 

井下原 直樹 

フレイル対策推進事業、米子市、2022年 11月 

 

● 山陰労災病院の脳血管疾患の理学療法の現状

と課題 

楢原貴雄 

第 7回 地域連携交流会、米子市、2022年 9月 

 

● 山陰労災病院の脳血管疾患の理学療法の現状 

楢原貴雄 

第 8回 地域連携交流会、米子市、2022年 11月 

 

● 摂食嚥下障害について 

上地礼華 

HCU研修会、米子市、2022 年 11月 

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

【放射線科】【中央放射線部】 
《著 書》 
● ［4.3 CQ3 症候性の子宮筋腫に対する UAE

に用いる塞栓物質は？］症候性子宮筋腫に対

する子宮動脈塞栓術（UAE）ガイドライン 

2021 

杉山宗弘、足立 憲、大内泰文 

症候性子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術（UAE）

ガイドライン 2021、日本 IVR学会ガイドライン

委員会、2022年 

 

《学会発表》 
● 教育企画 4 PAD WG企画 エキスパートと一

緒に勉強しよう PADに対する IVR  

2.膝下動脈 

足立 憲（コメンテーター） 

第 51回 日本 IVR総会、神戸市、2022年 5月 

 

● 肝臓ダイナミック 100kv520mgi の検討 

増田 大 

第 18回 中四国放射線医療技術フォーラム 

CSFRT2022、松山市、2022 年 10月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 胃透視で何を見ているか～術前造影 CTまで

のポイント 

白石 貴之 

鳥取県診療放射線技師会研修会、ハイブリッド

（倉吉市）、2022年 8月 

 

● RIS を利用した患者誤認防止対策など 

真砂 祐大 

第３回山陰なかよし勉強会、ハイブリッド（松江

市）、2022年 6月 

 

● 医療コミュニケーション 

仙石 真 

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナ
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ー、倉吉市、2022年 9月 

 

● エチケットマナー 

仙石 真 

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナ

ー、倉吉市、2022年 9月 

 

● 病気の理解（循環器） 

坪内 寛 

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナ

ー、倉吉市、2022年 9月 

 

● Deep Running Reconstruction 導入における

検討と課題 

田後 裕基 

労災病院機構技師会 CT班 Webカンファレンス、

web、2022年 2月 

 

 


