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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

=院 長= 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 The chaperone activity and toxicity of 
ambroxol on Gaucher cells and normal 
mice. 

Luan Z, Li L, Higaki K, Nanba E, Suzuki Y, 
Ohno K. 
Brain and Devopment,35(4):317-322,2013 
 

●	 Effects of cyclodextrin in two patients with 
Niemann-Pick Type C disease. 

Matsuo M, Togawa M, Hirabaru K, Mochinaga 
S, Narita A, Adachi M, Egashira M, Irie T, 
Ohno K. 
Molecular Genetics and Metabolism, 
108(1):76-81,2013 

 
●	 LC/ESI-MS/MS analysis of urinary 3b 
-sulfooxy-7b-N-acetylglucosaminy-5-cholen-
24-oic acid and its amides: New biomarkers 
for the detection of Niemann-Pick type C 
disease.  

Maekawa M, Misawa Y, Sotoura A, 
Yamaguchi H, Togawa M, Ohno K,  
Nittono H, Kakiyama G, Iida T, Hofmann AF, 
Goto J, Shimada M, Mano N. 
Steroids,78(10):967-972,2013 

 
●	 A bicyclic 1-deoxygalactonojirimycin 
derivative as a novel pharmacological 
chaperone for GM1 gangliosidosis. 

Takai T, Higaki K, Aguilar-Moncayo M, 
Mena-Barragán T, Hirano Y, Yura K, Yu L, 
Ninomiya H, García-Moreno MI, 
Sakakibara Y, 
Ohno K, Nanba E, Ortiz Mellet C, 
García Fernández JM, Suzuki Y. 
Molecular Therapy,21(3):526-532,2013 

 
●	 Risk factors for acute pancreatitis in patients 
with severe motor and intellectual 
disabilities. 

Tamasaki A, Nishimura Y, Kondo N,  
Shirai K, Maegaki Y, Ohno K. 
Pediatrics International,Oct 15. doi: 
10.1111/ped.12231.[Epub ahead of 
print],2013 

 
●	 ＜インタビュー理事長に聞く＞次世代へと受
け継ぐ小児神経学. 

大野耕策 
脳と発達,45(3):183-192,2013 

 
●	 けいれん重積型急性脳症における神経学的後
遺症の長期経過. 

杉浦千登勢,呉博子,田辺文子,汐田まどか, 
前垣義弘, 大野耕策 
脳と発達,45(4):294-298,2013 

 
●	 Niemann-Pick 病 C型の神経症状の治療. 

大野耕策 
医学のあゆみ,247(5):499-502,2013 

 
 
●	 【障害児医療の課題】「発達障害」と呼ばれる
子を障がい者としないために. 

大野耕策 
島根母性衛生学会雑誌,17(1):3-5,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 Chaperone therapy for neuronopathic 
Gaucher diseasde. 

Narita A, Kubota N, Takayama R,  
Takahashi Y, Maegaki Y, Suzuki Y, Ohno K. 
WORLD symposium 2013. The Lysosomal 
Disease Network’s 10th annual meeting, 
Orlando, USA,2013,2 

 
●	 ［特別講演］「発達障害」と呼ばれる子を障が
い者としないために. 

大野耕策 
平成 24年度島根県母性衛生学会,出雲市,2013,3 

 
●	 ［教育セミナー］小児神経専門医から見た腎血
管筋脂肪腫の課題 

大野耕策 
第 101 回日本泌尿器科学会,札幌市,2013,4 

 
●	 ［特別講演］障害児医療の課題 ―小児神経遺
伝病の新しい治療戦術について― 

大野耕策 
第 80 回大阪小児神経懇話会,札幌市,2013.6 

 
●	 Chemical chaperone therapy for 
neuronopathic Gaucher disease. 

Ohno K 
The 12th Asia Oceanian Congress on Child 
Neurology 
Riyadh, Saudi Arabia,2013.9 



 
●	 ［シンポジューム］結節性硬化症治療ガイドラ
イン－小児科の立場から－ 

大野耕策 
第 1 回結節性硬化症学会学術集会, 
東京都,2013,11 

 
●	 ［シンポジューム］小児希少疾患に対していか
に新薬を届けるか？ －小児希少疾患へのア
プローチ：結節性硬化症 

大野耕策 
第 40 回日本小児臨床薬理学会,神奈川,2013,11 

 
●	 Treatment of Niemann-Pick disease type C. 

Ohno K 
Korean Lysosomal Storage Symposium, 
Seoul, Korea,2013.11 

 
●	 Combination therapy with Ambroxol and 
Imiglucerase in Neuronopathic Gaucher 
disease. 

Narita A, Ohno K 
Korean Lysosomal Storage Symposium, 
Seoul, Korea,2013.11 

 
●	 Chemical chaperone therapy for neuro- 
nopathic Gaucher disease.  

Ohno K 
The 3rd Asian Congress of Inherited  
Metabolic Disease/ The 55th annual Meeting 
of the Japanese Society for Inhwerited 
Metabolic Disease, 
Maihama,Chiba,2013,11 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
テレビ・新聞・ラジオ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 病院長に聞く 鳥取医療の行方 

大野耕策 
山陰中央新報,2013,5,4 

 
●	 山陰労災病院 50周年ごあいさつ 

大野耕策 
日本海新聞,2013,6,23 

 
●	 時の人話題の人 

大野耕策 
中海テレビ,2013,5,22 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 重度障がいのある人に対する地域診療連携に
ついて 

大野耕策 
“あいサポートとっとり”フォーラム 13, 
米子市,2013,1 

 
●	 鳥取県西部地域の小学校から見た発達障害の
頻度とその動向 

大野耕策 
平成 24 年度鳥取県西部園保健協議会, 
米子市,2013,2 

 
●	 障害児医療の課題－NICU卒業者を中心に－ 

大野耕策 
第17回福岡大学病院総合周産期母子医療センタ
ーセミナー,福岡市,2013,2 

 
●	 「発達しょうがい」と呼ばれる子を障害者とし
ないために 

大野耕策 
平成 24 年度西の島町隠岐特別支援教育研修会, 
隠岐,2013,3 

 
●	 児童虐待による児童の心と身体への影響 

大野耕策 
鳥取市要保護児童対策地域協議会関係機関職員 
研修会,鳥取市,2013,3 

 
●	 結節性硬化症の治療が変わる 

大野耕策 
TSC Web 講演会,東京都,2013,3 

 
●	 ［基調講演］Niemann-Pick 病 C型の診断と治
療 

大野耕策 
ニーマン・ピック病C型シンポジューム in 東京,
東京都,2013,4 
ニーマン・ピック病C型シンポジューム in大阪, 
大阪府,2013,5 

 
●	 ［特別講演］障がい児者を支える医療 

大野耕策 
平成 25 年度地域療育セミナー,米子市,2013,6 

 
●	 ［特別講演］「発達障がい」と呼ばれる子を障
害者としないために 

大野耕策 
米子市小学校教育研究会特別支援教育部会, 
米子市,2013,6 

 
●	 ［医学講座］発達障害・小児期のうつと不安障
害への対応と治療 

大野耕策 
鳥取県立米子養護学校,米子市,2013,7 

 
●	 ［医学講座］子どもの心の発達と子どもの心も



問題の評価と治療 
大野耕策 
子どもの心の診療と支援に関する医学講座, 
倉吉市,2013,7 

 
●	 ［特別講演］障害児医療の課題 ―小児神経遺
伝病の新しい治療戦略－ 

大野耕策 
久留米大学 Pediatric Grand Rounds, 
久留米市,2013,7 

 
●	 ［医学講座］発達障害のある生徒の特性と対応
のポイント－脳科学の見地から－ 

大野耕策 
鳥取県中部市区支援相談会,倉吉市,2013,8 

 
●	 ［子育て講座］子どものこころが健全に発達す
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,2013,8 

 
●	 ［子育て講座］子どものこころが健全に発達す
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,2013,8 

 
●	 ［医学講座］アスペルガー的性格を「障がい者」
としないために －学習困難、うつと不安障害
への対応と治療－ 

大野耕策 
平成 25 年度鳥取県鳥取力創造運動支援事業 第
1 回発達障がい指導力アップ勉強会, 
米子市,2013,8 

 
●	 ［医学講座］発達障害と呼ばれる子に対応した
教育と医療の連携について 

大野耕策 
米子市立養護学校 夏季公開研修会, 
米子市,2013,8 

 
●	 ［医学講座］医療現場から教育現場への提言－
発達障害に対して医療ができることを知って
おこう－ 

大野耕策 
平成 25 年度発達障害まるごとセミナーin 米子, 
米子市,2013,9 

 
●	 小児の神経変性疾患の鑑別 

大野耕策 
第 11 回鳥取大学小児神経学入門講座, 
米子市,2013,10 

 
●	 ［特別講演］小児神経専門医から見た腎血管筋

脂肪腫の課題 
大野耕策 
山陰結節性硬化症講演会,米子市,2013,11 

 
●	 ［医学講座］発達障害への対応：医学と教育の
連携、ペアレントトレーニング、ソーシャルス
キルトレーニング 

大野耕策 
平成 25 年度鳥取県鳥取力創造運動支援事業 第
2 回発達障害指導力アップ勉強会, 
米子市,2013,11 

 
●	 ［基調講演］地域で小児在宅医療を行うための
課題 

大野耕策 
鳥取県障がい児者在宅医療ネットワーク会議, 
米子市,2013,12 

 
●	 結節性硬化症における神経系分化異常の細胞
学的解析 

檜垣克美, 難波栄二, 大野耕策 
平成 25 年度厚生労働科学研究費「神経皮膚症候
群に関する交叉研究班･班会議,東京都,2013,12 

 
●	 ［基調講演］結節性硬化症の病因と病態：診
療・治療上の問題 

大野耕策 
TSC Days Japan 2013,東京都,2013,12 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
その他 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 ニーマン・ピック病C型（NPC: Niemann-Pick 
disease type C） 

大野耕策 
CareNet 2013 http://www.carenet.com/rep
ort/library/general/rare/index.html#05, 
2013 
 

●	 結節性硬化症のひろば。専門医からのメッセー
ジ 

大野耕策 
http://www.tsc-info.jp/message/index.html, 
2013 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《内 科》 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 第 95回日本消化器病学会中国支部例会 
第 13 回教育講演会を開催して 

岸本幸廣 
日本消化器病学会中国支部第 100 回日本消化器



病学会中国支部例会記念誌,50-51,2013 
 

●	 血小板低値Ｃ型肝炎に対するペグインターフ
ェロンα-2a/リバビリン併用療法の有効性と
安全性の検討 

永原天和, 孝田雅彦, 岸本幸廣, 満田朱美, 
杉原誉明, 堀立 明, 三村憲一, 山本哲夫, 
堀江 裕, 村脇義和 
鳥取医学雑誌,41(1･2):12-19,2013 
 

●	 A novel G168X mutation and a recurrent 
730-731delCT mutation of the 
porphobilinogen deaminase gene in 
Japanese patients with acute intermittent 
porphyria. 

Susa S, Daimon M, Kato T, Maeda N., 
Blood Cells Molecules & Diseases, 
51:130-131,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
著 書 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 【ポルフィリン代謝異常】急性間欠性ポルフィ
リン症（AIP） 

前田直人 
新領域別症候群シリーズ血液症候群Ⅰ 
日本臨牀社,2013 
 

●	 【ポルフィリン代謝異常】多様性（異型）ポル
フィリン症（VP） 

前田直人 
新領域別症候群シリーズ血液症候群Ⅰ 
日本臨牀社,2013 

 
●	 【ポルフィリン代謝異常】ALAD欠損性ポルフ
ィリン症（ADP） 

前田直人 
新領域別症候群シリーズ血液症候群Ⅰ 
日本臨牀社,2013 

 
●	 【ポルフィリン代謝異常】肝赤芽球性ポルフィ
リン症（HEP） 

前田直人 
新領域別症候群シリーズ血液症候群Ⅰ 
日本臨牀社,2013 
 

●	 【Ⅱ. 肝臓】肝硬変診療の進歩 
前田直人, 村脇義和 
Annual Review 2013 消化器,中外医学社,2013 
 

●	 急性ポルフィリン症の遺伝子解析 
前田直人 
厚生労働省科学研究費補助金・難治性疾患克服
研究事業 遺伝性ポルフィリン症：新病型の診断

法と新しい診療ガイドラインの確立に関する研
究 平成 24 年度総括・分担研究報告書,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 上行結腸憩室炎に続発した上腸間膜静脈血栓
症の一例 

前田直人, 森尾慶子, 角田宏明, 向山智之, 
神戸貴雅, 西向栄治, 謝花典子, 岸本幸廣, 
古城治彦, 山根祥晃, 野坂仁愛, 庄盛浩平 
平成 25 年度鳥取県医師会春季医学会 
倉吉市,2013,6 

 
●	 イレウス症状で発症し、術後の病理組織にて虫
体が確認された小腸アニサキス症の 1例 

森尾慶子, 田本明弘, 角田宏明, 向山智之, 
神戸貴雅, 西向栄治, 前田直人, 謝花典子, 
岸本幸廣, 古城治彦, 山根祥晃, 野坂仁愛, 
庄盛浩平 
第 99 回日本消化器病学会中国支部例会 
岡山市,2013,6 

 
●上行結腸憩室炎に続発した上腸間膜静脈血栓症
の１例 

永原 蘭, 前田直人, 森尾慶子, 角田宏明,  
向山智之, 神戸貴雅, 西向栄治, 謝花典子, 
岸本幸廣, 古城治彦, 山根祥晃, 野坂仁愛 
第 100 回日本消化器病学会中国支部例会 
米子市,2013,11 

 
●	 診断に苦慮した多臓器転移を伴う肝血管肉腫
の 1例 

森尾慶子, 神戸貴雅, 岸本幸廣, 謝花典子, 
角田宏明, 向山智之, 西向栄治, 前田直人, 
古城治彦,井隼孝司, 大内泰文, 小谷美香, 
庄盛浩平 
第 100 回日本消化器病学会中国支部例会 
米子市,2013,11 

 
●	 山陰地方で経験したポルフィリン症例と一考
察 

堀江 裕, 細田康平, 松岡宏至, 藤井康善, 
前田直人, 岸本幸廣, 村脇義和, 富江康史, 
佐々木祐一郎 
第 100 回日本消化器病学会中国支部例会 
米子市,2013,11 

 
●	 門脈ガス血症を伴った腐食性胃炎の 1例 

森尾慶子, 神戸貴雅, 謝花典子, 角田宏明, 
向山智之, 西向栄治, 前田直人, 岸本幸廣, 
古城治彦 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 
米子市,2013,11 

 
●	 内視鏡的に虫体を摘出した肝蛭症の 1例 



角田宏明, 森尾慶子, 神戸貴雅, 謝花典子, 
向山智之, 西向栄治, 前田直人, 岸本幸廣, 
古城治彦, 大槻均, 福本宗嗣 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 
米子市,2013,11 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 アルコールと肝臓 

前田直人 
第 1 回肝炎患者勉強会,米子市,2013,8 

 
●	 急性ポルフィリン症の診断 ～遺伝子解析の
実際～ 

前田直人 
平成 25 年度済生会医学・福祉共同研究「ポルフ
ィリン症」,大阪市,2013,9 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《消化器内科》 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 Sensitivity of endoscopic screening for 
gastric cancer by the incidence method. 

Hamashima C, Okamoto M, Shabana M, 
Osaki Y, Kishimoto T. 
International Journal of Cancer 
653-659,2013 

 
●	 A community-based, case-control study 
evaluating mortality reduction from gastric 
cancer by endoscopic screening in Japan. 

Hamashima C, Ogoshi K, Okamoto M, 
Shabana M, Kishimoto T, Fukao A. 
PLOS One 8:1-6,2013 
 

●	 診療所における内視鏡胃がん検診数の決定要
因 

後藤 励, 新井康平, 謝花典子, 濱島ちさと 
日本医療･病院管理学会誌 50(3):25-34,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 米子市の胃内視鏡検診における発見胃癌の検
討 

謝花典子, 向山智之, 神戸貴雅, 八島一夫, 
山本哲夫, 濱本哲郎, 岸本幸廣, 古城治彦, 
三浦邦彦 
第 85 回日本消化器内視鏡学会総会附置研究会 
京都市,2013,5 
 

●	 内視鏡検診とＸ線検診の感度比較 
濱島ちさと, 謝花典子 
第 21 回 JDDW2013 東京  
第 86 回日本消化器内視鏡学会と第 51 回日本消
化器がん検診学会合同パネルディスカッション 
東京都,2013,10 
 

●	 米子市における胃がん施設検診の現状と問題
点 ～第 14報～ 

謝花典子, 向山智之, 神戸貴雅, 八島一夫, 
山本哲夫, 濱本哲郎, 岸本幸廣, 古城治彦, 
三浦邦彦 
第44回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 
松江市,2013,12 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 内視鏡胃がん検診の現状とこれからの課題  
～米子市での立ち上げの経緯を含めて～ 

謝花典子 
横浜消化器内視鏡医会 集談会横浜市,2013,6 

 
●	 胃がん検診について 

謝花典子 
日本胃癌学会 市民公開講座,米子市,2013,11 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《糖尿病･代謝内科》 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 当院におけるビルダグリプチン使用後の血糖
コントロール、腎機能の経過 

宮本美香, 富長恭子, 徳盛 豊 
第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会 
熊本,2013,5 
 

●	 ぺースメーカー感染を契機に糖尿病ケトアシ
ドーシス、敗血症性ショックをきたした 1例 

宮本美香, 富長恭子, 徳盛 豊 
日本糖尿病学会中国四国地方会第 51 回総会 
岡山,2013,11 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 糖尿病の最新の治療 

宮本美香 
臨床糖尿病セミナー,米子市,2013,2 
 

●	 経過途中に筋強直性ジストロフィーと診断さ
れた 1例 

富長恭子, 宮本美香, 徳盛 豊 



第 37 回鳥取県糖尿病談話会,米子市,2013,7 
 
●	 症例提示 

宮本美香 
第１回糖尿病研修会,米子市,2013,8 

 
●	 当院でのインスリンデグルデクの使用経験 

宮本美香, 富長恭子, 徳盛 豊 
水曜会,米子市,2013,9 

 
●	 糖尿病と腎臓 

宮本美香 
平成 25 年度糖尿病週間公開講座開催地名 
米子市,2013,11 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《腎臓内科》 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 重症MRSA敗血症に対してダプトマイシン+ 
リネゾリド併用投与により救命できた 
維持血液透析の 1例 

福永昇平, 石田千尋, 中岡明久 
第 60 回山陰透析懇話会,米子市,2013,3 
第 58 回日本透析医学会学術集会,福岡,2013,6 

 
●	 肺炎球菌性髄膜炎，敗血症，DIC を合併した
AKI の 1例 

福永昇平, 石田千尋, 中岡明久 
第 108 回日本内科学会中国地方会,岡山,2013,6 
 

●	 血液透析患者における亜鉛欠乏と味覚障害，及
び透析間の体重変化についての検討 

石田千尋, 福永昇平, 中岡明久, 高田知朗 
第 58 回日本透析医学会学術集会,福岡,2013,6 

 
●	 インフルエンザ B型感染を契機にDIC および
急性腎障害を呈した 1例 

福永昇平, 石田千尋, 中岡明久, 伊藤孝史 
第 43 回日本腎臓学会西部学術大会, 
松山,2013,10 
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 透析症例におけるDPP-4 阻害薬の使用経験 

石田千尋, 福永昇平, 中岡明久 
エクア講演会,倉吉市,2013 年 3 月 

 
●	 当院維持透析患者における定期腹部CT検査の
有用性の検討 

石田千尋, 福永昇平, 中岡明久 
第 60 回山陰透析懇話会,米子市,2013 年 3 月 

 
●	 間質肺炎の経過中にループス腎炎を発症した 
1 例 

福永昇平, 石田千尋, 中岡明久 
第 28 回山陰腎疾患研究会,米子市,2013,3 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《循環器科》 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 A comparative study on the effectiveness of 
losartan/hydrochlorothiazide and 
telmisartan/hydrochlorothiazide in patients 
with hypertension. 

Hamada T, Kuwabara M, Watanabe A, 
Mizuta E, Ohtahara A, Omodani H, 
Watanabe M, Nakamura H, Hirota Y, 
Miyazaki S, Kato M, Ogino K, Kosaka H, 
Haruaki N, Taniguchi SI, Yamamoto K, 
Kotake H, Hisatome I 
Clinical and Experimental Hypertension, 
Epub ahead of print,2013 
 

●	 A vasodilating β1 blocker celiprolol inhibits 
muscular release of uric acid precursor in 
patients with essential hypertension. 

Mizuta E, Utami SB, Ohtahara A, Endo S, 
Mishima M, Hasegawa A, Yamada K, Kato M, 
Yamamoto K, Ogino K, Ninomiya H, 
Miyazaki S, Hamada T, Taniguchi SI, Cheng J, 
Hisatome I 
Hormone and Metabolic Research,45(1):69-
73,2013 
 

●	 直接的レニン阻害薬アリスキレンの臨床評価 
ARESE(Aliskiren Retrospective Survey on 
Efficacy and Safety)研究 

宮崎 聡, 濱田紀宏, 山本雅司, 宗村千潮, 
越智 寛, 岸田専蔵, 野坂美仁, 平田成正, 
竹田晴彦, 太田原顕, 水田栄之助, 加藤雅彦, 
山本 一博, 久留一郎 
Therapeutic Research34,(4):499-505,2013 
 

●	 降圧不十分な高血圧患者におけるイルベサル
タン投与後の尿酸代謝に及ぼす影響 

宮崎 聡, 水田 栄之助, 太田原 顕, 浜田 紀宏, 
萩野 和秀, 市田 公美, 加藤 雅彦, 山本 康孝, 
山本 一博, 鈴木 さゆり, 久留 一郎 
血圧,20(1):83-87,2013 
 

●	 高尿酸血症における血圧低下 



水田栄之助, 久留一郎 
血圧,20(7):658-659,2013 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

学会発表 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 腎機能正常な成人男性における高血圧発症と 8
年前の血清尿酸値との関連 

太田原顕, 遠藤 哲, 水田栄之助, 久留一郎, 
山本一博 
第 46 回日本痛風・核酸代謝学会総会 
東京都,2013,2 

 
●	 続発性心膜血腫を生じた急性下壁心筋梗塞の
一例 

太田原顕, 遠藤 哲, 笠原 尚, 尾崎就一, 
足立正光, 水田栄之助, 森下孝臣 
第 102 回日本循環器学会中国・四国合同地方会 
高松市,2013,5 
 

●	 仮想化クライアントシステム導入のメリット･
デメリット 

太田原顕, 永見仁史, 亀田さつき,三原智恵, 
星野敬子, 井隼孝司 
第 10 回日本医療マネジメント学会鳥取支部会,
米子市,2013,9 
 

●	 アリスキレンの血清尿酸値低下作用 
太田原顕, 水田栄之助, 浜田紀宏, 久留一郎, 
山本一博 
第 103 回日本循環器学会中国地方会 
米子市,2013,10 

 
●	 職場ストレスと高血圧に関する労災病院多施
設共同研究 第1報 パイロット研究のプロト
コールと職場ストレスの定量化 

木村玄次郎, 宗像正徳, 水野広海, 山内 淳, 
和泉雅章, 井上信孝, 太田原顕 
第 61 回日本職業・災害医学会学術集会 
東京都,2013,11 

 
●	 Tricuspid Regurgitant Flow in Common 
Femoral Vein Provides an Important 
Information in Evaluation on Functional 
Tricuspid Regurgitation 

遠藤 哲, 笠原 尚, 太田原顕, 尾崎就一, 
足立正光, 水田栄之助, 森下孝臣 
第 77回日本循環器学会学術総会,横浜市,2013,3 

 
●	 三尖弁形成術に自己心膜を要した重症三尖弁
逆流による心不全の一例 

遠藤 哲, 笠原 尚, 太田原顕, 尾崎就一, 
足立正光, 水田栄之助, 森下孝臣, 黒田弘明, 
小野公誉 

第 102 回中国・四国循環器学会地方会 
高松市,2013.5 

 
●	 三尖弁逆流における総大腿静脈での三尖弁逆
流波による臨床評価の意義 

遠藤 哲, 笠原 尚, 太田原顕, 尾崎就一, 
足立正光, 水田栄之助, 森下孝臣 
第 61回日本心臓病学会学術集会,熊本市,2013.9 

 
●	 当院における心膜穿刺施行例の検討 

谷口行惠, 遠藤 哲, 笠原 尚, 太田原顕, 
尾崎就一, 足立正光, 水田栄之助, 森下孝臣 
第 103 回中国循環器学会地方会,米市,2013.10 

 
●	 The Non-HDL-Cholesterol Containes the 
Three Kinds of Cholesterol with Different 
Relevance to the Insulin; Study in the CAD 
Patients 

笠原 尚, 遠藤 哲, 森下孝臣, 水田栄之助, 
足立正光, 尾崎就一, 太田原顕 
第 77 回日本循環器学会,横浜市,2013,3 

 
●	 Lipoprotein(a)〔Lp(a)〕と糖尿病およびインス
リンとの関連；冠動脈疾患症例での検討 

笠原 尚, 遠藤 哲, 森下孝臣, 水田栄之助, 
尾崎就一, 太田原顕, 宮本美香, 富長恭子, 
徳盛 豊 
第 56 回日本糖尿病学会,熊本市,2013,5 

 
●	 RLP コレステロールの冠動脈硬化性心臓病に
おける有用性 

笠原 尚, 遠藤 哲, 森下孝臣, 水田栄之助, 
足立正光, 尾崎就一, 太田原顕 
第 102 回日本循環器学会中国四国地方会 
高松市,2013,5 

 
●	 non-HDL コレステロールに含まれる 3種類の
コレステロール；冠動脈硬化症例での検討 

笠原 尚, 遠藤 哲, 森下孝臣, 水田栄之助, 
足立正光, 尾崎就一, 太田原顕 
第 45 回日本動脈硬化学会,東京都,2013,7  

 
●	 インスリンと Lipoprotein(a)［Lp(a)］の冠動
脈硬化に及ぼす交互作用 

笠原 尚, 遠藤 哲, 森下孝臣, 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,熊本市,2013,9 

 
●	 インスリン抵抗性と冠動脈硬化重症度との関
連 

笠原 尚, 遠藤 哲, 森下孝臣, 水田栄之助, 
足立正光, 尾崎就一, 太田原顕 
第 103 回日本循環器学会中国地方会 
米子市,2013,10 



 
●	 冠動脈肺動脈瘻および大動脈肺動脈瘻を同時
に認めた一例 

網崎良佑, 遠藤 哲, 森下孝臣, 水田栄之助, 
足立正光, 尾崎就一, 太田原顕, 笠原 尚 
第 103 回日本循環器学会中国地方会 
米子市,2013,10 
 

●	 後乳頭筋起源心室期外収縮をトリガーとする
VT,VF が頻発した虚血性心筋症の 1例 

森下孝臣, 足立正光, 遠藤 哲, 笠原 尚, 
太田原顕, 尾崎就一, 水田栄之助 
第 20 回中国臨床不整脈談話会,岡山市,2013,3 
 

●	 Paced QRS width is a Predictor of Heart 
Failure Hospitalization in the Patients with 
Bradycardic Atrial Fibrillation 

森下孝臣, 足立正光, 遠藤 哲, 笠原 尚, 
太田原顕, 尾崎就一, 水田栄之助, 真壁秀仁 
日本循環器学会 第 77 回 総会,横浜市,2013,3 
 

●	 VT stormに対し、近赤外線星状神経節近傍照
射を施行した 1例 

森下孝臣, 足立正光, 遠藤 哲, 笠原 尚, 
太田原顕, 尾崎就一, 水田栄之助, 倉敷俊夫 
日本循環器学会第 102 回中国・四国合同地方会, 
高松市,2013,5 
 

●	 自己心膜を用いた三尖弁手術(Tricuspid 
Leaflet Augumentation; TLA)症例の検討 

森下孝臣, 足立正光, 遠藤 哲, 笠原 尚, 
太田原顕, 尾崎就一, 水田栄之助 
日本循環器学会第 103 回中国地方会, 
米子市,2013,10 
 

●	 自己心膜を用いた三尖弁形成術を行った重症
三尖弁逆流による心不全の一例 

水田栄之助, 遠藤 哲, 眞壁英仁, 森下孝臣, 
足立正光、尾﨑就一, 太田原顕, 笠原 尚, 
小野公誉, 黒田弘明 
第 102 回日本循環器学会,香川,2013,5 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
テレビ・新聞・ラジオ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 味覚と健康 

水田栄之助 
SBS(韓国)教養情報ドキュメンタリー、 
「ここが知りたい」,2013,6 
 

●	 味覚研究最前線 
水田栄之助 
中海テレビニュース,2013,10 
 

●	 「うま味感度」鈍いと肥満増＝甘味好む傾向強
く―山陰労災病院 

水田栄之助 
日本海新聞,2013,10 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 実地医療での家庭血圧測定のすすめ 

太田原顕 
第 15 回山陰高血圧カンファレンス 
米子市,2013,2 

 
●	 高血圧と生活 

太田原顕 
鳥取県栄養士会県民公開講座,米子市,2013,2 

 
●	 実地高血圧診療 Update 

太田原顕 
鳥取県中部医師会学術講演会,倉吉市,2013,6 

 
●	 山陰労災病院で使用してみた両備のパス 

太田原顕 
第 2 回九州地区システム研究会,博多,2013,8 

 
●	 社会背景を考慮した降圧治療戦略の提案 

太田原顕 
2013Hypertension Forum,米子市,2013,10 

 
●	 冠動脈硬化と EPA 

笠原 尚 
米子 EPA フォーラム,米子市,2013,1 
 

 
●	 虚血性心臓病 いかに予防するか 
━動脈硬化性心臓病予防ガイドライン 2012 を
ふまえて━ 

笠原 尚 
水曜会学術講演会,米子市,2013,5 
 

●	 虚血性心臓病 いかに予防するか 
━動脈硬化性心臓病予防ガイドライン 2012 を
ふまえて━ 

笠原 尚 
美方群医師会学術講演会,美方郡,2013,9 
 

●	 本邦の心房細動治療の現況 
笠原 尚 
鳥取県西部地区プラザキサ講演会 
米子市,2013,9 
 

●	 糖尿病症例の脂質管理 
笠原 尚 
脂質異常症治療ガイド 2013 年版普及啓発セミ



ナー,米子市,2013,10 
 

●	 個々の味覚と心血管予防 
水田栄之助 
味の素 KK セミナー,大阪市,2013,2 
 

●	 血圧のお話 ─薬を飲んでいるから大丈夫？ 
水田栄之助 
淀江公民館,米子市,2013,4 
 

●	 生活習慣病について 
水田栄之助 
岡山県貨物第 53 回米子主管支店合同安全会, 
米子市,2013,5 
 

●	 個々の味覚と生活習慣病～心血管病予防の観
点から～ 

水田栄之助 
第 27 回食と医セミナー,広島市,2013,12 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《神経内科》 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 片頭痛を合併した頭蓋頸椎移行部奇形による
bow hunter's stroke の 1 例 

岸 真文, 寺岡 瞳, 楠見公義, 林 永祥,  
田邊路晴, 小林智行, 近藤慎二 
日本神経学会中国・四国地方会,米子市,2013,11 
 

●	 長時間作動型β2刺激剤/ステロイド剤吸入に
て閃輝性暗点が頻発した片頭痛の一例 

楠見公義, 寺岡 瞳, 岸 真文, 林 永祥 
第 41 回日本頭痛学会総会,盛岡市,2013,11 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 頭蓋頸椎移行部奇形による bow hunter's 
stroke の一例 

岸 真文 
脳梗塞診療講演会,米子市,2013,9 
 

●	 メマンチン投与により運動症状・精神症状がと
もに改善したレビー小体病の一症例 

楠見公義, 寺岡 瞳, 岸 真文, 林 永祥 
鳥取県西部医師会学術講演会,米子市,2013,10 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《消化器外科》 

学会発表 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 当科における腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術
（TAPP）症例の検討 

福田健治, 大井健太郎, 山根祥晃, 豊田暢彦, 
野坂仁愛 
第 11 回日本ヘルニア学会学術集会 
仙台市,2013,5 

 
●	 腹腔鏡下胃切除における体腔内吻合の実際 

福田健治, 大井健太郎, 山根祥晃, 豊田暢彦, 
野坂仁愛 
第 12 回山陰内視鏡外科研究会,松江市,2013,5 

 
●	 腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術（TAPP）におけ
る腹側腹膜切開 

副田健治 
第 3 回日本腹腔鏡下ヘルニア手術手技研究集会 
大阪市,2013,8 

 
●	 進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除の適応拡大
を目指して 

福田健治, 大井健太郎, 山根成之, 山根祥晃, 
野坂仁愛 
第 18 回中国四国内視鏡外科研究会, 
徳島市,2013,9 

 
●	 腹腔鏡下胃切除における体腔内吻合の成績と
工夫 

福田健治, 大井健太郎, 山根成之, 山根祥晃, 
野坂仁愛 
第 26 回日本内視鏡外科学会総会, 
福岡市,2013,11 

 
●	 腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術（TAPP）におけ
る腹膜切開と剥離のポイント 

福田健治, 大井健太郎,山根成之, 山根祥晃, 
野坂仁愛 
第 26 回日本内視鏡外科学会総会 
福岡市,2013,11 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《整形外科》 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 中高齢者に発生した膝関節軟骨単独損傷の治
療経験 

金子忠弘, 縄田耕二, 熊谷達仁, 林 育太 
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌,巻
38(3):729-733,2013 
 

●	 若年スポーツ選手に発生した距骨離断性骨軟



骨炎の治療経験 
熊谷達仁, 縄田耕二, 金子忠弘 
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌, 
38(3):825-830,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 末梢神経伝導速度が頚髄症術後成績に及ぼす
影響 

小畑哲哉, 橋口浩一, 石橋勝彦, 志摩隆之 
第 42 回日本脊椎脊髄病学会,那覇市,2013,4 
 

●	 Treatment of Osteochondritis Dissecans of 
the Talus in Teenaged Athletes 

Kumagae T, Nawata K, Kaneko T 
9th Biennial International Society of 
Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic 
Sports Medicine, 
Toronto, Canada,2013,5 
 

●	 Suture Bridge(Diamondback repair)法による
腱板断裂修復術の治療経験 

熊谷達仁, 縄田耕二, 金子忠弘 
第 5 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 
札幌市,2013,6 
 

●	 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨釘を用
いた骨軟骨片固定術の成績 

金子忠弘, 縄田耕二, 熊谷達仁 
第 5 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会, 
札幌市,2013,6 
 

●	 Effect of glucosamine hydrochloride on 
cartilage and bone metabolism marker in 
elderly patients 

Okano T, Enokida M, Takamori Y 
10th Asia-Pacific Chitin & Chitosan 
Symposium, 
Yonago,2013,10 

 
●	 変形性股関節症は保存療法で改善するのか？ 

岡野 徹, 岸本勇二, 萩野 浩 
第 40 回日本股関節学会,広島市,2013,11 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 作用機序から考慮した骨吸収抑制剤による骨
粗鬆症の治療 

岡野 徹 
栃木リウマチネットワーク講演会, 
宇都宮市,2013,8 
 

●	 骨代謝回転と骨質を考慮した骨粗鬆症治療薬

の選択 
岡野 徹 
宇和島医師会学術講演会,宇和島市,2013,9 
 

●	 作用機序を考慮した骨粗鬆症治療薬の使い方 
岡野 徹 
水曜会,米子市,2013,10 
 

●	 小児期股関節痛の診断と治療～装具療法とリ
ハビリテーションを含めて～ 

岡野 徹 
鳥取県臨床整形外科医会研修会,米子市,2013,1  

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《脳神経外科》 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 くも膜下出血で発症した頸髄
hemanjiopericytoma の一例 

近藤慎二, 赤塚啓一, 宇野哲史,坂本誠, 
渡辺高志 
第 28 回日本脊髄外科学会,名古屋市,2013,6 
 

●	 当科における内視鏡下脳内血腫除去術 
小林智行, 田辺路晴, 近藤慎二 
第 22回鳥取県脳神経外科懇話会,鳥取市,2013,7 

 
●	 CAS とMerci retriever を用いて治療した急性
内頚動脈閉塞の１例 

宇野哲史, 坂本誠, 渡辺高志, 小林智行, 
田辺路晴, 近藤慎二 
第 15 回中四国脳卒中研究会,岡山市,2013,9 

 
●	 頭蓋頸椎移行部異常をともなった bow 
hunter’s stroke の１例 

田辺路晴, 小林智行, 近藤慎二 
第 76 回(一社)日本脳神経外科学会, 
徳島市,2013,12 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 多発脳動脈瘤の 1例 

田邊路晴 
脳神経外科合同カンファレンス,米子市,2013,5  

 
●	 外傷性脳動脈瘤手術例 

小林智行 
脳神経外科合同カンファレンス,米子市,2013,5 

 
●	 パーキンソン病の外科治療について 

近藤慎二 



平成 25 年度第 2回難病研修会,米子市,2013,9 
 

●	 頭蓋頸椎移行部奇形をともなった bow 
hunter’s stroke の１例 

田邊路晴 
脳神経外科合同カンファレンス,米子市,2013,10 
 

●	 急性期虚血性脳卒中の脳血管内治療 
近藤慎二 
脳神経外科合同カンファレンス,米子市,2013,10 

 
●	 外傷に伴う非けいれん性てんかん重積の２例 

近藤慎二 
脳神経外科合同カンファレンス,倉吉市,2013,11 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《麻酔科》 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 手幅による小児気管チューブ選定法の検討―
予備研究 

小山茂美, 倉敷俊夫, 内藤威, 上田真由美 
山陰麻酔学会,米子市,2013,8 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《リハビリテーション科》 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 急性期病院におけるリハビリテーション科 
診療体制の構築について 

礒辺康行 
第 50 回日本リハビリテーション医学会学術集会 

東京,2013 年 6 月 
 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《放射線科》 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 Balloon-assisted coil embolization of the 
celiac trunk before endovascular aortic 
repair of thoracoabdominal aortic aneurysm 

Endo M, Kaminou T, Ohuchi Y, Sugiura K, 
Yata S, Adachi A, Kawai T, Takasugi S, 
Yamamoto S, Matsumoto K, Hashimoto M, 
Ihaya T, and Ogawa T 
Japanese Journal of Radiology,31:215-219, 
2013 
 

●	 Transcatheter arterial embolization of acute 

arterial bleeding in the upper and lower 
gastrointestinal tract with 
N-butyl-2-cyanoacrylat 

Yata S, Ihaya T, Kaminou T, Hashimoto M, 
Ohuchi Y, Umekita Y, and Ogawa 
Journal of Vascular and Interventional Rad
iology,24:422-431,2013 
 

●	 Influence of ethanol-induced pulmonary 
embolism on hemodynamics in pigs 

Yata S, Hashimoto M, Kaminou T, Ohuchi Y, 
Sugiura K, Adachi A, Endo M, Takasugi S, 
Yamamoto S, Matsumoto K, Kodani M, 
Ihaya T, Takahashi M, Ito H, and Ogawa T 
Annals of Cardiac Anaesthesia, 
16:245-249,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 肝血管肉腫の 1例 

小谷美香, 大内泰文, 井隼孝司, 神戸雅貴, 
庄盛浩平 
第 83 回山陰肝胆膵疾患研究会,松江市,2013,2 
 

●	 当科における進行再発大腸癌に対する個別化
治療 

井隼孝司 
山陰大腸がん研究会,米子市,2013,2 
 

●	 肝内門脈肝静脈短絡(IPSVS)のMDCTによる検
討 

小谷美香, 大内泰文, 井隼孝司, 神納敏夫, 
小川敏英 
第 72回日本医学放射線学会総会,横浜市,2013,4 
 

●	 当院における超高齢者に対するCVポート留置
術の検討 

小谷美香, 大内泰文, 井隼孝司, 神納敏夫, 
小川敏英 
第 42 回日本 IVR 学会総会,軽井沢,2013,5 
 

●	 肝蛭症の 1例 
小谷美香, 大内泰文, 井隼孝司, 角田宏明, 
庄盛浩平, 神納敏夫, 小川敏英 
第 120 回日本医学放射線学会中国四国地方会, 
出雲市,2013,6 
 

●	 肝血管肉腫の 1例 
小谷美香, 大内泰文, 井隼孝司, 神戸雅貴, 
庄盛浩平 
第 120 回日本医学放射線学会中国四国地方会, 
出雲市,2013,6 
 

●	 RFA後に遅発性左腎結腸瘻を生じた腎細胞癌



の 1例 
井隼孝司, 小谷美香, 大内泰文 
第 17 回 RFA 研究会,札幌市,2013,8  
 

●	 Delayed renocolic fistula caused by 
radiofrequency ablation for renal cell 
carcinoma 

Ihaya T, Oouchi Y, Kodani M, and Ogawa T 
CIRSE2013,Barcelona,2013,9  
 

●	 標準的化学療法不応大腸癌肝転移に対する
FOLFOX, FOLFIRI 動注の経験 

井隼孝司, 大内泰文, 小谷美香, 神納敏夫, 
小川敏英 
第 27 回日本 IVR 学会中国四国地方会, 
徳島市,2013,10 
 

●	 Tチューブ経由にて経皮的総胆管結石除去術を
施行した 1例 

大内泰文, 井隼孝司, 小谷美香, 神納敏夫, 
小川敏英 
第 27 回日本 IVR 学会中国四国地方会, 
徳島市,2013,10 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《中央リハビリテーション部》 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 冠動脈バイパス術後のトレッドミルの負荷方
法と安全性について 

足立博史 
中四国リハビリテーション医学会, 
松江市,2013,7 
 

●	 冠動脈バイパス術後のトレッドミルの負荷方
法と安全性について 

足立博史 
第 19 回日本心臓リハビリテーション学会, 
仙台市,2013,7 

 
●	 当院RSTにおける呼吸理学療法の現状報告 

山下智紀 
第 23 回日本呼吸ケア・リハビリテーション 
学会学術集会,東京都,2013,10 
 

●	 「私はこう診る！疾患別理学療法の実際」「呼
吸器疾患 PT」 

山下智紀 
第 13 回鳥取県理学療法士学会米子市,2013,11 
 

●	 肺炎・心不全を併発した脳梗塞患者急性期理学
療法の経験 

池原理沙 

第 14 回鳥取県理学療法士学会米子市,2013,1  
 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《中央検査部》 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 膀胱原発小細胞癌の一例 

村井裕紀 
第 25 回日本臨床細胞学会秋期大会 

大阪市,2013,11 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

講演会・研究会・研修会 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 『胸痛疾患を見逃さないために』 

藤田晋一 
第 5 回心血管エコーハンズオンセッションOS
AKA 心血管エコー研究会,大阪市,2013,2 
 

●	 外来における SMBG指導のコツ 
岩田和宏 
NPO 法人中海エリア糖尿病指導研究会 
米子市,2013,2 

 
●	 一般病院での臨床検査技師の役割 

藤田晋一 
鳥取大学医学部保健学科,米子市,2013.6 
 

●	 SMBGの有効な活用法 
岩田和宏 
NPO 法人中海エリア糖尿病指導研究会 
米子市,2013,10 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《看護部》 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 【透析看護基礎編】機器操作① 

森岡万里 
透析ケア,19,4-5,2013 

 
●	 慢性腎臓病(CKD)患者さんへの個別腎臓病指導
① 

森岡万里 
透析 Navi,No11,4-5,2013 
 

●	 慢性腎臓病(CKD)患者さんへの個別腎臓病指導
② 

森岡万里 
透析 Navi,No12,4-5,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学会発表 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 施設独自の電子カルテサブシステムによる SSI
サーベイランスデータ入力の IT化 

目次 香 
第 28 回日本環境感染学会総会,横浜市,2013,3 
 

●	 Clostridium difficile 関連下痢症への ICTの取
り組み 

目次 香, 星野敬子, 池上英文 
第 28 回日本環境感染学会総会,横浜市,2013,3 
 

●	 院内感染防止対策の地域連携の実際 
目次 香 
第 10 回日本医療マネジメント学会鳥取支部会, 
米子市,2013,9 
 

●	 当院消化器外科の手術部位感染サーベイラン
スの変遷 

目次 香, 山根祥晃 
第 26 回日本外科感染症学会総会, 
神戸市,2013,11 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 医療器具の滅菌消毒 

目次 香 
第 7 回感染制御総合カンファレンス, 
米子市,2013,5 
 

●	 終末期を在宅で迎える高齢腹膜透析患者と家
族への支援 ━地域連携の必要性━ 

森岡万里, 三原智恵, 石田千尋, 中岡明久 
第 21 回日本ホスピス・在宅ケア研究会 
長崎,2013,7 
 

●	 腎代替療法の治療選択を含む個別腎臓病指導 
森岡万里 
第 1 回鳥取県東部・中部腎不全勉強会 
鳥取市,2013,7 
 

●	 外来維持透析患者の足病変予防の取り組み 
━ABI と危険因子との関連を考える━ 
田邊浩子, 坂根寿栄子, 三原智恵 
第 22 回中国腎不全研究会,広島,2013,10 

 
●	 冬季の医療関連感染症対策 ノロウイルス感染
症とインフルエンザ 

目次 香 
平成 25 年鳥取県院内感染対策講習会, 
鳥取市,2013,11 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
その他 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●	 インスリン自己注入器用の針による針刺し切
創の発生が増加している 

目次 香 
INFECTION CONTROL2013 年春季増刊, 
245:42-45,2013 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《薬剤部》 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 Nationwide surveillance of antimicrobial 
consumption and resistance to 
Pseudomonas aeruginosa isolates at 203 
Japanese hospitals in 2010 

Y. Muraki, M. Kitamura, Y. Maeda, 
T. Kitahara, T. Mori, H. Ikeue, M. Tsugita, K. 
Tadano, K. Takada, T. Akamatsu, 
T. Yamada, T. Yamada 
Infection. 2013,41(2): 415-423,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 全国を対象とした抗菌薬の使用動向および感
染制御活動に関わる薬剤師の実態調査 

村木優一, 北村正樹, 前田賴伸, 北原隆志, 森 
健, 池上英文, 継田雅美, 唯野貢司, 赤松 孝, 
山田武宏, 白石 正 
第 28 回日本環境感染学会総会 
横浜市,2013,3 
 

●	 治験におけるALCOAへの対応状況の調査と原
資料管理の効率化の検討 

遠藤佑輔, 川副しのぶ, 橋田志幸,長谷川純一, 
池上英文 
第 34 回日本臨床薬理学会学術総会 
東京都,2013,12 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 抗菌薬適正使用について 

西本美由紀, 池上英文 
第 16 回院内感染対策研修会,米子市,2013,5 

 
●	 山陰労災病院の現状と病棟薬剤業務実施加算
算定への取り組み 

山岡宮子 
平成 25 年度近畿･中四国ブロック労災病院 
薬剤部会 
和歌山市,2013,8 

 
●	 治験における原資料管理の効率化の検討 



遠藤佑輔, 川副しのぶ, 橋田志幸,長谷川純一, 
池上英文 
第 13 回 CRC と臨床試験のあり方を考える 
会議 2013,舞浜市,2013,9 

 
●	 麻薬・覚せい剤原料の取り扱いについて 

池上英文 
平成 26 年度医薬品安全管理研修会 
米子市,2013,110 

 
●	 ハイリスク薬の種類と取り扱いの注意点 

生越教子 
平成 26 年度医薬品安全管理研修会 
米子市,2013,11 

 
●	 重症MRSA感染症の透析患者に対しリネゾリ
ドとダプトマイシンの併用が有効であった１
症例 

小林愛弓, 西本美由紀, 池上英文 
第 18 回鳥取県医療薬学セミナー 
米子市,2013,12 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

《振動障害センター》 
論 文 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 振動障害の最近の話題 

─FSBP%を中心にして─ 
那須吉郎, 黒沢洋一 
日本臨床 72(2):253-258,2013 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
学会発表 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 客観的検査法としての振動覚閾値、電流知覚閾
値、ＦＳＢＰ％値測定の有効性に関する研究 
─振動障害と糖尿病における検討 

藤原豊, 黒沢洋一, 那須吉郎, 朝田政克, 小笠原
和宏, 木戸健司, 豊永敏宏, 池田天史 
第 61 回日本職業災害医学会,東京都,2013,11 
 

●	 振動障害の診断におけるマルチチャンネル・プ
レチスモグラフイーを用いた冷却負荷指血圧
測定の妥当性 

黒沢洋一, 石垣宏之, 那須吉郎 
第 61 回日本職業災害医学会,東京都,2013,11 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
講演会・研究会・研修会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 振動障害の病態生理、症状、検査、治療、予防 

那須吉郎 
林野庁振動障害研修,沼田市,2013,7 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
その他 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
●	 建設労働者の振動障害予防のＣＤ作成 

那須吉郎 
㈱プラネックス 

 
 
 
 


