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院長室

【著書・総説】

1. 中尾浩一「「新医療」と「社会」の間で」月刊新医療 エッセイ･私と医療;	2021年.	568

2. 中尾浩一「勤務医のページ」日医ニュース;令和3年5月20日号

【学会】

1. 中尾浩一「病院運営にデータを活かす～私たちのファクトフルネス～」日本脳神経外科学会第22回FDコー
ス 2021年10月（横浜）

【勉強会・セミナー】

1. 中尾浩一「急性期医療の価値を高める～医療DXをどう捉えるか～」病院経営シンポジウム	2021年5月（WEB）

2. 中尾浩一「パンデミックと病院経営～ポスト・コロナ時代を担う皆さんへ～」医療・病院管理研究協会副院長研
修 2021年6月（WEB）

3. 中尾浩一「アフターコロナにあるべき地域医療の姿」Hospital	Management	Japan	Summit	2021〈パネルディス
カッション〉 2021年11月（東京）

4. 中尾浩一「CCUの目的と将来展望」第35回日本冠疾患学会学術集会〈日本集中治療医学会・日本冠疾患学会ジョイ
ントセッション〉 2021年12月（WEB）

5. 中尾浩一「救急隊による12誘導心電図はなぜ普及しない」第35回日本冠疾患学会学術集会〈シンポジウム〉 2021
年12月（WEB）

6. 中尾浩一「事例紹介」厚生労働省トップマネジメント研修 2021年12月（WEB）

7. 中尾浩一「病院経営にデータを活かす～私たちのファクトフルネス～」令和3年度岩手県医療講演会 2022年2月
（WEB）

8. 中尾浩一「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担うこと」医療・病院管理研究協会「病院管理　外
来医療の行方」	2022年2月（WEB）

外科

【原著論文】

1. Miyata	T, 	Hayashi	H, 	Yamashita	YI, 	Matsumura	K, 	Higashi	T, 	Imai	K, 	Nitta	H, 	Chikamoto	A, 	Beppu	T,
Baba	H「The	Impact	of	Histologic	Liver	Inflammation	on	Oncology	and	the	Prognosis	of	Patients	Undergoing
Hepatectomy	for	Hepatocellular	Carcinoma.」Ann	Surg	Oncol.;	2021.	29(2):	893-902

2. Masuda	T, 	Takamori	H, 	Ogawa	K, 	Shimizu	K, 	Karashima	R, 	Nitta	H, 	Matsumoto	K, 	Okino	T, 	Baba	H
「C-reactive	protein	level	on	postoperative	day	3	as	a	predictor	of	anastomotic	leakage	after	elective	right-sided
colectomy.」Surg	Today;	2021.	52(2):	337-343

3. Teshima	T, 	Nitta	H, 	Mitsuura	C, 	Shiraishi	Y, 	Harada	K, 	Shimizu	K, 	Karashima	R, 	Masuda	T, 	Matsumoto	K,
Okino	T, 	Takamori	H.「How	to	treat	remnant	cholecystitis	after	subtotal	cholecystectomy:	two	case	reports
Surg	Case	Rep.」Surg	Case	Rep;	2021.	7(1):	109

4. Toshiro	Masuda, 	Kazuto	Harada, 	Kenji	Shimizu, 	Ryuichi	Karashima, 	Hidetoshi	Nitta, 	Katsutaka	Matsumoto,
Tetsuya	Okino, 	Takihiro	Kamio, 	Hideo	Baba, 	Hiroshi	Takamori「Rupture	of	a	huge	infectious	abdominal
chronic	expanding	hematoma.」Clin	J	Gastroenterol;	2021.	14(3):	782-786

5. Ogawa	K, 	Nitta	H, 	Masuda	T, 	Matsumoto	K, 	Okino	T, 	Miyamoto	Y, 	Baba	H, 	Takamori	H.	「Efficacy	of
delayed	primary	closure	with	intrawound	continuous	negative	pressure	and	irrigation	treatment	after	surgery
for	colorectal	perforation.」Acute	Med	Surg;	2021.	8(1):	e633
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6. Nitta	H, 	Allard	MA, 	Sebagh	M, 	Golse	N, 	Ciacio	O, 	Pittau	G, 	Vibert	E, 	Sa	Cunha	A, 	Cherqui	D, 	Castaing	D,
Bismuth	H, 	Baba	H, 	Adam	R「Ideal	Surgical	Margin	to	Prevent	Early	Recurrence	After	Hepatic	Resection	for
Hepatocellular	Carcinoma」World	J	Surg.;	2021.	45(4):	1159-1167

7. Miyata	T, 	Yamashita	YI, 	Arima	K, 	Higashi	T, 	Hayashi	H, 	Imai	K, 	Nitta	H, 	Chikamoto	A, 	Beppu	T, 	Baba
H.「Alteration	of	prognostic	efficacy	of	albumin-bilirubin	grade	and	Child-Pugh	score	according	to	liver	fibrosis
in	hepatocellular	carcinoma	patients	with	Child-Pugh	A	following	hepatectomy.」Ann	Gastroenterol	Surg;	2021.
6(1):	127-134

8. Yuki	Adachi, 	Ryuma	Tokunaga, 	Katsutaka	Matsumoto, 	Yosuke	Nakao, 	Rumi	Itoyama, 	Kazutoshi	Kuramoto,
Ryuichi	Karashima, 	Hidetoshi	Nitta, 	Shinjiro	Tomiyasu, 	Hideo	Baba, 	Hiroshi	Takamori「What	are	the	factors
predictive	of	postoperative	complications	in	patients	with	colorectal	cancer	undergoing	stenting	as	a	bridge	to
surgery?」Journal	of	Surgical	Oncology;	2022.	125(6):	982-990

9. Toshiro	Masuda, 	Hiroshi	Takamori, 	Moeko	Kato, 	Chisho	Mitsuura, 	Yuta	Shiraishi, 	Rumi	Itoyama, 	Kenji
Shimizu, 	Ryuichi	Karashima, 	Hidetoshi	Nitta, 	and	Hideo	Baba「Safety	assessment	of	dextrin	hydrogel	adhesion
barrier	(AdSpray®)	for	elective	laparoscopic	cholecystectomy.」Laparoscopic, 	Endoscopic	and	Robotic	Surgery;
2022.	5:	61-65

10. Nakao	Y, 	Nakagawa	S, 	Yamashita	YI, 	Umezaki	N, 	Okamoto	Y, 	Ogata	Y, 	Yasuda-Yoshihara	N, 	Itoyama	R,
Yusa	T, 	Yamashita	K, 	Miyata	T, 	Okabe	H, 	Hayashi	H, 	Imai	K, 	Baba	H.「High	ARHGEF2	(GEF-H1)
Expression	is	Associated	with	Poor	Prognosis	Via	Cell	Cycle	Regulation	in	Patients	with	Pancreatic	Cancer.」
Ann	Surg	Oncol;	2021.	28(8):	4733-4743

11. Yamashita	K, 	Iwatsuki	M, 	Yasuda-Yoshihara	N, 	Morinaga	T, 	Nakao	Y, 	Harada	K, 	Eto	K, 	Kurashige	J,
Hiyoshi	Y, 	Ishimoto	T, 	Nagai	Y, 	Iwagami	S, 	Baba	Y, 	Miyamoto	Y, 	Yoshida	N, 	Ajani	JA, 	Baba	H
「Trastuzumab	upregulates	programmed	death	ligand-1	expression	through	interaction	with	NK	cells	in	gastric
cancer」Br	J	Cancer;	2021.	124(3):	595-603

12. Kitano	Y, 	Hayashi	H, 	Matsumoto	T, 	Kinoshita	S, 	Sato	H, 	Shiraishi	Y, 	Nakao	Y, 	Kaida	T, 	Imai	K, 	Yamashita
YI, 	Baba	H.	「Borderline	resectable	for	colorectal	liver	metastases:	Present	status	and	future	perspective.」
World	J	Gastrointest	Surg;	2021.	13(8):	756-763

13. Itoyama	R, 	Okabe	H, 	Yamashita	YI, 	Kitamura	F, 	Uemura	N, 	Nakao	Y, 	Yusa	T, 	Imai	K, 	Hayashi	H, 	Baba	H.
「Intraoperative	bile	culture	helps	choosing	antibiotics	in	pancreaticoduodenectomy:	Mechanistic	profiling	study
of	complex	rink	between	bacterobilia	and	postoperative	complications.」J	Hepatobiliary	Pancreat	Sci;	2021.
28(12):	1107-1114

14. Imai	K, 	Yamashita	YI, 	Nakao	Y, 	Matsumoto	T, 	Kinoshita	S, 	Yusa	T, 	Kitano	Y, 	Kaida	T, 	Hayashi	H, 	Baba	H.
「Is	Portal	Vein	Embolization	Followed	by	Hepatectomy	for	Hepatocellular	Carcinoma	Justified	in	Patients	with
Impaired	Liver	Function?」Ann	Surg	Oncol;	2021.	28(2):	854-862

15. Mima	K, 	Hayashi	H, 	Nakagawa	S, 	Matsumoto	T, 	Kinoshita	S, 	Matsumura	K, 	Kitamura	F, 	Uemura	N, 	Nakao	Y,
Itoyama	R, 	Kaida	T, 	Imai	K, 	Yamashita	YI, 	Baba	H.	「Frailty	is	associated	with	poor	prognosis	after	resection
for	pancreatic	cancer」Int	J	Clin	Oncol;	2021.	26(10):	1938-1946

16. Ofuchi	T, 	Imai	K, 	Nakao	Y, 	Nakagawa	S, 	Shiraishi	Y, 	Kato	R, 	Itoyama	R, 	Yusa	T, 	Higashi	T, 	Hayashi	H,
Asato	T, 	Yamashita	YI, 	Mikami	Y, 	Baba	H.「A	case	of	primary	carcinosarcoma	of	the	liver	with	combined
hepatocellular	carcinoma	and	cholangiocarcinoma.」Clin	J	Gastroenterol;	2021.	14(5):	1476-1483

17. El-Mezayen	H, 	Yamamura	K, 	Yusa	T, 	Nakao	Y, 	Uemura	N, 	Kitamura	F, 	Itoyama	R, 	Yamao	T, 	Higashi	T,
Hayashi	H, 	Imai	K, 	Chikamoto	A, 	Yamashita	YI, 	Baba	H.「MicroRNA-25	Exerts	an	Oncogenic	Function	by
Regulating	the	Ubiquitin	Ligase	Fbxw7	in	Hepatocellular	Carcinoma.」Ann	Surg	Oncol.;	2021.	28(12):	7973-7982

18. Yuki	Adachi, 	Ryuma	Tokunaga, 	Katsutaka	Matsumoto, 	Yosuke	Nakao, 	Rumi	Itoyama, 	Kazutoshi	Kuramoto,
Ryuichi	Karashima, 	Hidetoshi	Nitta, 	Shinjiro	Tomiyasu, 	Hideo	Baba, 	Hiroshi	Takamori「What	are	the	factors
predictive	of	postoperative	complications	in	patients	with	colorectal	cancer	undergoing	stenting	as	a	bridge	to
surgery?」J	surg	Oncl;	2022.	https://doi.org/10.1002/jso.26803
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【学会】

1. 富安真二朗	他「膵神経内分泌癌（PanNET-G3	＆	PanNEC）の特徴と治療成績」第121回日本消化器外科学会定期
学術集会 2021年4月（WEB）

2. 沖野哲也	他「非閉塞性腸管虚血（NOMI）に対するICG蛍光法を用いた腸管切除範囲の決定法」第121回日本消化
器外科学会定期学術集会 2021年4月（WEB）

3. 松本克孝	他「大腸癌手術におけるICG蛍光法を用いた吻合部血流評価の有用性と限界」第121回日本消化器外科
学会定期学術集会 2021年4月（WEB）

4. 増田稔郎	他「急性胆嚢炎に対するETGBD後の胆嚢摘出術－Propensity	score	matchingを用いたPTGBDとの比
較－」第121回日本消化器外科学会定期学術集会〈ワークショップ〉 2021年4月（WEB）

5. 新田英利	他「膵頭十二指腸切除術における洗浄腹水培養の臨床的意義」第121回日本消化器外科学会定期学術集
会 2021年4月（WEB）

6. 辛島龍一	他「年齢を考慮しない鼠径部ヘルニア手術クリニカルパスの妥当性」第121回日本消化器外科学会定期
学術集会 2021年4月（WEB）

7. 清水健次	他「閉塞性大腸癌に対する治療法の費用対効果」第121回日本消化器外科学会定期学術集会	2021年4月
（WEB）

8. 原田和人	他「高齢者胃癌手術において栄養・炎症指標は術後短期成績の予測因子になりうるか」第121回日本消化
器外科学会定期学術集会 2021年4月（WEB）

9. 白石裕大	他「外科治療を必要とする門脈ガス血症の特徴」第121回日本消化器外科学会定期学術集会 2021年4月
（WEB）

10. 光浦智証	他「腹壁瘢痕ヘルニアに対するMesh	repair法の検討」第121回日本消化器外科学会定期学術集会 2021
年4月（WEB）

11. 足立優樹	他「鼠径部領域ヘルニア嵌頓で腸切除が必要となる術前予測因子」第121回日本消化器外科学会定期学
術集会 2021年4月（WEB）

12. 徳永竜馬	他「大腸癌の分子特性に対するSWI/SNF複合体構成遺伝子変異の影響」第121回日本消化器外科学会定
期学術集会 2021年4月（WEB）

13. 富安真二朗	他「Prognostic	factors,	risk	factors	for	recurrence	and	adjuvant	chemotherapy	for	Stage	II	in
resected	carcinoma	of	the	ampulla	of	Vater」第33回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2021年6月（WEB）

14. 増田稔郎	他「Safty	assessment	of	Dextrin	hydrogel	adhesion	barrier	administration	in	elective	laparoscopic
cholecystectomy」第33回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2021年6月（WEB）

15. 新田英利	他「Significance	of	bacterial	culture	of	bile	and	abdominal	lavage	for	management	of	organ/space
surgical	site	infection	after	pancreatoduodenectomy」第33回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2021年6月（WEB）

16. 辛島龍一	他「骨盤骨折治療後に発生した鼠径ヘルニア」第19回日本ヘルニア学会学術集会〈パネルディスカッ
ション〉 2021年5月（東京WEB）

17. 富安真二朗	他「膵神経内分腫瘍（PanNET）G1,	G2の再発危険因子」第76回日本消化器外科学会総会〈ワーク
ショップ〉 2021年7月（京都WEB）

18. 沖野哲也	他「非閉塞性腸管虚血（NOMI）における重症度スコアを用いた予後の検討」第76回日本消化器外科学会
総会 2021年7月（京都WEB）

19. 松本克孝	他「急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるbailout	surgeryと術中胆管損傷の検討」第76回日
本消化器外科学会総会〈ワークショップ［胆］副損傷ゼロを目指した腹腔鏡下胆嚢摘出術〉 2021年7月（京都WEB）

20. 新田英利	他「術中胆汁培養結果から考慮した膵頭十二指腸切除術における臓器体腔SSIの予防策の検討」第76回
日本消化器外科学会総会 2021年7月（京都WEB）

21. 増田稔郎	他「右側結腸切除後3日目のCRPが術後7日目の縫合不全を予測する」第76回日本消化器外科学会総
会 2021年7月（京都WEB）
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22. 伊東山瑠美	他「閉鎖孔ヘルニアの至適治療戦略の検討」第76回日本消化器外科学会総会 2021年7月（京都）

23. 辛島龍一	他「診断に難渋した慢性腸間膜虚血の1例」第76回日本消化器外科学会総会 2021年7月（京都WEB）

24. 藏元一崇	他「市中病院における肝腫瘍に対する肝部分切除の有用性についての検討」第76回日本消化器外科学会
総会 2021年7月（京都WEB）

25. 中尾陽佑	他「膵癌術後5年生存を得た症例の臨床病理学的特徴」第76回日本消化器外科学会総会 2021年7月（京
都WEB）

26. 清水健次	他「cT4b大腸がんに対する腹腔鏡手術の妥当性」第76回日本消化器外科学会総会 2021年7月（京都
WEB）

27. 光浦智証	他「Hinchey分類Ⅰ,Ⅱ相当のS状結腸穿孔性腹膜炎の一期的切除・吻合の妥当性」第76回日本消化器外
科学会総会 2021年7月（京都WEB）

28. 足立優樹	他「胃癌における術前CONUT	scoreの有用性」第76回日本消化器外科学会総会 2021年 7月（京都
WEB）

29. 徳永竜馬	他「細胞外水分比は大腸癌根治切除症例の新たな再発予測因子である」第76回日本消化器外科学会総
会 2021年7月（京都WEB）

30. 富安真二朗	他「80 歳以上の超高齢者大腸癌の腹腔鏡手術の忍容性と Stage Ⅱ , Ⅲの予後不良因子」
JDDW2021 2021年11月（神戸WEB）

31. 藏元一崇	他「魚骨による消化管疾患の検討」JDDW2021	2021年11月（神戸WEB）

32. 秋山貴彦	他【若手奨励賞、ポスター優秀演題賞】「スキルス胃癌間質のPDGF/PDGFRシグナルを標的とした腫瘍微
小環境リモデリングへの挑戦」JDDW	2021 2021年11月（神戸WEB）

33. 秋山貴彦	他「化学療法治療後の大動脈周囲リンパ節転移を伴う大腸癌患者におけるリンパ節郭清の有用性の検
討」第76回日本大腸肛門病学会総会 2021年11月（広島WEB）

34. 秋山貴彦	他「癌関連線維芽細胞を標的とした腫瘍免疫微小環境リモデリングに関する研究」第32回日本消化器癌
発生学会総会 2021年11月（WEB）

35. 秋山貴彦	他「非侵襲肝線維化マーカーは切除不能再発大腸癌患者における一時化学療法の効果予測因子として有
用である」第46回日本大腸肛門病学会九州地方会 2021年10月（宮崎WEB）

36. 富安真二朗	他「腹腔鏡下膵体尾部切除における圧縮後補強材付き自動縫合器切離による有用性」第34回日本内視
鏡外科学会総会 2021年12月（神戸WEB）

37. 足立優樹，中尾陽佑，伊東山瑠美，藏元一崇，辛島龍一，新田英利，徳永竜馬，松本克孝，富安真二朗，髙森啓史，馬場秀
夫「横隔膜交通症による難治性胸腹水に対して吸収性組織補強剤と生体組織接着剤が奏功した1例」第58回九州
外科学会 2022年2月（熊本WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 辛島龍一	他「TEPで目指した内視鏡外科技術認定」STAPP	WARS　第4弾 2021年9月（中国・四国地方WEB）

消化器内科

【原著論文】

1. 工藤康一，今村治男「腹水濾過濃縮再静注後の有害事象発生に関連するリスク因子の検討」日本門脈圧亢進症学会
雑誌;	2022年.	28(1):	35-41

【学会】

1. 工藤康一，今村治男「食道静脈瘤EIS治療時のヒストアクリル（CA）を用いた貫通静脈閉鎖knack	&	pitfalls」第28
回日本門脈圧亢進症学会総会〈ワークショップ	消化管静脈瘤における内視鏡治療のknack＆pitfalls〉 2021年9月

（WEB）
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2. 工藤康一，荒木拓次「門脈圧亢進症に対するIVR治療～最新の知見と今後の展望～」第28回日本門脈圧亢進症学会
総会〈シンポジウム〉 2021年9月（WEB）

3. 工藤康一，上川健太郎，近澤秀人，今村治男「分子標的薬導入目的で部分脾動脈塞栓術（PSE）を施行した肝癌症例の
検討」第118回日本消化器病学会九州支部例会〈シンポジウム	肝がん診療のupdate:	標準化と個別化〉 2021年12月

（長崎WEB）

4. 牛嶋真也，工藤康一，浦田淳資，辛島龍一，髙森啓史，今村治男「後腹膜気腫を合併した急性膵炎の1例」第118回日
本消化器病学会九州支部例会 2021年12月（長崎WEB）

5. 山邊	聡，牛嶋真也，前田大樹，後藤健太，古川歩生，糸島	尚，須古信一郎，吉田健一，上川健太郎，江口洋之，工藤康一，
上原正義，浦田淳資，近澤秀人，神尾多喜浩，今村治男「2カ所に基部を有する特異な形態を呈した腎細胞癌胃転移の
1例」第112回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 2021年12月（長崎）

6. 後藤健太，今村治男，浦田淳資，上川健太郎，山邊	聡，神尾多喜浩，新田英利「遠位胆管癌とIPMC疑いに対して手術
を行い、病理学的にIPMAであった一例」第118回日本消化器病学会九州支部例会 2021年12月（長崎）

【勉強会・セミナー】

1. 近澤秀人「知らないと怖い「脂肪肝」の行く末～肝硬変とは？」2021市民公開講座「肝がん0を目指して」 2021
年8月（八代）

2. 工藤康一「がん緩和ケア品質向上を目指す緩和IVR」緩和ケア専門部会 2021年10月（熊本）

3. 工藤康一，上川健太郎，近澤秀人，今村治男「レンバチニブ導入前後のTACEによる腫瘍制御期間の比較検討」
LEN-TACE	Academy	in	熊本 2022年2月（熊本）

4. 工藤康一「消化器癌の症状緩和治療～緩和IVRについて～」未来連携フォーラム	WEEK2021 2021年12月（WEB）

【座長・司会】

1. 工藤康一，荒木拓次　第28回日本門脈圧亢進症学会総会〈シンポジウム 門脈圧亢進症に対するIVR治療～最新の知
見と今後の展望～〉 2021年9月（WEB）

整形外科

【原著論文】

1. 刈谷彰吾，安樂喜久「BiCONTACTを用いたDirect	anterior	approach	(DAA)セメントレスTHAにおけるステム
周囲骨反応のX線学的評価」整形外科と災害外科;	2021年.	70(1):	46-49

【著書・総説】

1. 安樂喜久「Ⅱ	上腕骨・肘	上腕骨骨幹部骨折②	髄内釘固定」スタンダード骨折手術治療	上肢（渡部欣忍	編集）メジ
カルビュー社;	2022年:	116-123

【学会】

1. 安樂喜久「知っておきたいインプラントの構造特性」第47回日本骨折治療学会学術集会 2021年7月（神戸）

2. 後生川	輝「治療に難渋した放射線照射後骨盤脆弱性骨折の2例」第142回西日本整形・災害外科学会学術集会 2021
年12月（熊本）

3. 大野貴史「骨盤輪骨折に対する経皮的スクリュー固定の治療成績」第142回西日本整形・災害外科学会学術集
会 2021年12月（熊本）

4. 内田裕己「上腕骨近位端骨折に対する髄内釘設置位置に関するX線学的検討」第142回西日本整形・災害外科学会
学術集会 2021年12月（熊本）

5. 内田裕己「上腕骨近位部骨折治療におけるエントリーポイントの重要性について」第98回熊本整形外科医会 2021
年6月（熊本）



研 究 実 績

6. 安樂喜久「知っておきたい大腿骨近位部骨折用髄内釘の構造特性」第99回熊本整形外科医会 2021年12月（熊本）

7. 安樂喜久「逸脱した寛骨臼骨折後THAカップに対し、同種骨移植を併用したセメントレスカップにて再置換を行
い歩行能再獲得した1例」第99回熊本整形外科医会 2021年12月（熊本）

8. 後生川	輝「治療に難渋した放射線照射後骨盤脆弱性骨折の2例」第99回熊本整形外科医会 2021年12月（熊本）

9. 内田裕己「距骨壊死に対する人工距骨置換術の経験」第99回熊本整形外科医会 2021年12月（熊本）

【勉強会・セミナー】

1. 安樂喜久「THA術後感染にCLAP（iMAP＋iSAP）療法を行い治癒した1例」第41回熊本股関節研究会 2021年5
月（WEB）

2. 安樂喜久「大腿骨近位部骨折治療におけるチーム医療の重要性」Depuy	Synthes	Trauma	Webinar〈シンポジウ
ム〉 2021年6月（WEB）

3. 安樂喜久「変形性膝関節症に対する人工膝関節置換術（TKA）の実際」第9回四肢外傷に対するリハビリテーショ
ン勉強会 2021年11月（熊本WEB）

4. 安樂喜久「Trochanteric	and	Subtrochanteric	fractures－Middleという選択－」第7回TMED2021 2021年12月
（東京WEB）

5. 有村仁志「橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート（リムプレートの適応）」第222回熊本骨折研究会 2022年1月
（熊本）

6. 安樂喜久「寛骨臼骨折	術前評価の工夫」第3回火の国外傷セミナー 2022年3月（熊本）

【座長・司会】

1. 安樂喜久　第47回日本骨折治療学会学術集会	イブニングセミナー 2021年7月（神戸）

呼吸器外科

【学会】

1. 岩谷和法，吉岡正一，松石健太郎「当院における前縦隔腫瘍に対するロボット支援下手術の初期成績」第121回日本
外科学会定期学術集会 2021年4月（千葉WEB）

2. 吉岡正一，岩谷和法，松石健太郎「左上葉切除術におけるRATSとVATSの術式比較と、RATSにおける気管支穿孔
処理後の肺動脈上幹処理の実際」第38回日本呼吸器外科学会学術集会〈パネルディスカッション〉 2021年5月（長
崎WEB）

3. 岩谷和法，松石健太郎，吉岡正一「ⅠA期肺癌完全切除後11年目に判明した胸膜播種症例」第38回日本呼吸器外科
学会学術集会 2021年5月（長崎WEB）

4. 吉岡正一，岩谷和法，隈元清仁「90歳以上の超高齢者肺癌に対するロボット支援胸腔鏡下肺葉切除術の2例」第62
回日本肺癌学会学術集会 2021年11月（横浜）

5. 吉岡正一，岩谷和法，隈元清仁「胸腔鏡下手術との利益差およびROIから考察したロボット肺癌手術の経済効果に
ついて」第74回日本胸部外科学会定期学術集会〈ワークショップ〉 2021年11月（東京WEB）

6. 岩谷和法，隈元清仁，吉岡正一「当院における前縦隔腫瘍に対するロボット支援下手術と胸腔鏡下手術の比較」第
74回日本胸部外科学会定期学術集会 2021年11月（東京WEB）

7. 吉岡正一，岩谷和法，隈元清仁「RATS肺癌手術におけるscissorsの有用性について」第34回日本内視鏡外科学会
総会 2021年12月（神戸WEB）



研 究 実 績

呼吸器内科

【原著論文】

1. Sakamoto	N, 	Hamada	N, 	Okamoto	M, 	Tobino	K, 	Ichiyasu	H, 	Ishii	H, 	Ichikado	K, 	Morimoto	S, 	Hosogaya	N,
Mukae	H.「Efficacy	and	safety	of	nintedanib	in	Japanese	patients	with	early-stage	idiopathic	pulmonary	fibrosis:
a	study	protocol	for	an	observational	study」BMJ	Open;	2021	Jun.	11(6):	e047249

2. Kondoh	Y, 	Kataoka	K, 	Ando	M, 	Awaya	Y, 	Ichikado	K, 	Kataoka	M, 	Komase	Y, 	Mineshita	M, 	Chino	Y,
Okamoto	H, 	Ooki	T, 	Tasaka	Y, 	Tomioka	H, 	Suda	T.「COVID-19	and	acute	exacerbation	of	interstitial	lung
disease」Respir	Investig;	2021	Sep.	59(5):	675-678

3. Ichikado	K, 	Kawamura	K, 	Johko	T, 	Fujimoto	K, 	Shintani	A, 	Hashimoto	S, 	Eguchi	Y, 	Yasuda	Y, 	Anan	K,
Shingu	N, 	Sakata	Y, 	Hisanaga	J, 	Nitawaki	T, 	Iio	M, Sekido	T, 	Nishiyama	K, 	Nakamura	K, 	Suga	M, 	Ichiyasu
Hidenori, 	Sakagami	T「Clinical	phenotypes	from	fatal	cases	of	acute	respiratory	distress	syndrome	caused	by
pneumonia」Scientific	Reports;	2021	Oct.	11(1):	20051

4. Kataoka	Y, 	Anan	K, 	Taito	S, 	Tsujimoto	Y, 	Kurata	Y, 	Wada	Y, 	Maruta	M, 	Kanaoka	K, 	Oide	S, 	Takahashi	S,
Nango	E.「Quality	of	clinical	practice	guidelines	in	Japan	remains	low:	A	cross-sectional	meta-epidemiological
study」J	Clin	Epidemiol;	2021	Oct.	138:	22-31

5. Go	Saito, 	Yuko	Oya, 	Yoshihiko	Taniguchi, 	Hayato	Kawachi, 	Fujimoto	Daichi, 	Hirotaka	Matsumoto, 	Shunichiro
Iwasawa, 	Hidekazu	Suzuki, 	Takayuki	Niitsu, 	Eisaku	Miyauchi, 	Takashi	Yokoi, 	Toshihide	Yokoyama, 	Takeshi
Uenami, 	Yoshihiko	Sakata, 	Daisuke	Arai, 	Asuka	Okada, 	Kenji	Nagata, 	Shunsuke	Teraoka, 	Masaki	Kokubo
「Real-world	survey	of	pneumonitis	and	its	impact	on	durvalumab	consolidation	therapy	in	patients	with	non-
small	cell	lung	cancer	who	received	chemoradiotherapy	after	durvalumab	approval	(HOPE-005/CRIMSON)」
Lung	Cancer;	2021	Nov.	161:	86-93

6. Yoshihiko	Sakata, 	Shinya	Sakata, 	Yuko	Oya, 	Motohiro	Tamiya, 	Hidekazu	Suzuki, 	Ryota	Shibaki, 	Asuka
Okada, 	Hiroshi	Kobe, 	Hirotaka	Matsumoto, 	Takashi	Yokoi, 	Yuki	Sato, 	Takeshi	Uenami, 	Go	Saito, 	Yoko
Tsukita, 	Megumi	Inaba, 	Hideki	Ikeda, 	Daisuke	Arai, 	Hirotaka	Maruyama, 	Satoshi	Hara, 	Shinsuke	Tsumura,
Jun	Morinaga, 	Takuro	Sakagami「Osimertinib	as	first-line	treatment	for	advanced	epidermal	growth	factor
receptor	mutation-positive	non-small-cell	lung	cancer	in	a	real-world	setting	(OSI-FACT)」Eur	J	Cancer;	2021
Dec.	159:	144-153

7. COVID-19	Host	Genetics	Initiative, 	Kawamura	K, 	Ichikado	K, 	Nishiyama	K「Mapping	the	human	genetic
architecture	of	COVID-19」Nature;	2021	Dec.	600:	472-477

8. Anan	K, 	Kataoka	Y, 	Ichikado	K, 	Kawamura	K, 	Johkoh	T, 	Fujimoto	K, 	Tobino	K, 	Tachikawa	R, 	Ito	H,
Nakamura	T, 	Kishaba	T, 	Inomata	M, 	Yamamoto	Y.「The	accuracy	of	Japanese	administrative	data	in
identifying	acute	exacerbation	of	idiopathic	pulmonary	fibrosis」Ann	Clin	Epidemiol;	2022.	in	press

【著書・総説】

1. Terayama	T, 	Taniguchi	T, 	Imai	R, 	Anan	K, 	Yoshida	T, 	Ando	K, 	Okamori	S, 	Okada	Y.「Protocol	for	a
systematic	review	and	meta-analysis	of	studies	on	the	use	of	brain	natriuretic	peptide	and	N-terminal	brain
natriuretic	peptide	levels	in	the	diagnosis	of	cardiopulmonary	edema	in	acute	respiratory	failure」Syst	Rev;	2021
Dec.	10(1):	314

2. Anan	K, 	Oshima	Y, 	Ogura	T, 	Tanabe	Y, 	Higashi	A, 	Iwashita	Y, 	Fujita	K, 	Yoshida	T, 	Andoh	K, 	Okamori	S,
Okada	Y.「Safety	and	harms	of	bronchoalveolar	lavage	for	acute	respiratory	failure:	A	systematic	review	and
meta-analysis」Respir	Investig;	2022	Jan.	60(1):	68-81

3. Ichikawa	M, 	Akiyama	T, 	Tsujimoto	Y, 	Anan	K, 	Yamakawa	T, 	Terauchi	Y.「Efficacy	of	education	on	injection
technique	for	patients	diagnosed	with	diabetes	with	lipohypertrophy:	systematic	review	and	meta-analysis	」
BMJ	Open;	2022	Mar.	12(3):	e055529

4. 一門和哉「特集ARDS再考	ARDS・画像形態と予後予測」ICUとCCU;	2021年.	45(3):	155-161



研 究 実 績

5. 一門和哉「呼吸ECMO中の酸素化の目標値はどのように設定すべきか？」呼吸ECMOのすべてQ&A　中外医学
社;	2021年:	39-43

6. 一門和哉「特発性肺線維症・間質性肺炎の急性増悪」呼吸器ジャーナル;	69(3):	393-402

7. 一門和哉「実地臨床でのMDDの実践への提案(2)」呼吸器内科;	41(2):	161-166

8. 一門和哉「IV	呼吸不全と呼吸調節障害	急性呼吸不全とARDS」呼吸器疾患最新の治療2022-2024（門田淳一、弦間
昭彦、西岡安彦	編）　南江堂;	2021年

9. 一門和哉「ARDS診療におけるステロイド使用の留意点：効果未確認の病態とポイント」日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会誌;	2022年.	30(2):	181-184

【学会】

1. Anan	K,	Kataoka	Y,	Ichikado	K,	Kawamura	K,	Johkoh	T,	Fujimoto	K,	Tobino	K,	Tachikawa	R,	Ito	H,	Nakamura	T,
Kishaba	T,	Inomata	M,	Yamamoto	Y.「Early	tapering	of	corticosteroid	in	patients	with	acute	exacerbation	of
idiopathic	pulmonary	fibrosis:	retrospective	analyses	of	multi-center	cohort	and	administrative	data.」25th
congress	of	the	Asian	Pacific	Society	of	Respirology 2021年11月（京都）

2. 一門和哉，川村宏大，保田祐子，江口善友，菅	守隆「一般健診者におけるInterstitial	lung	abnormalities（ILAs）症例
のHRCTパターン解析と進行予測因子の検討」第61回日本呼吸器学会学術講演会 2021年4月（東京）

3. 一門和哉「ARDSを含む重症病態へのステロイドの考え方Up-to-Date」第61回日本呼吸器学会学術講演会 2021年
4月（東京）

4. 川村宏大「慢性線維化性間質性肺炎急性増悪の薬物療法」第61回日本呼吸器学会学術講演会〈シンポジウム〉 2021
年4月（東京）

5. 川村宏大，一門和哉，阿南圭祐，保田祐子，関戸祐子，菅	守隆，一安秀範，坂上拓郎「末梢血単核球と線維性間質性肺炎
急性増悪の関連：後方視的コホート研究」第61回日本呼吸器学会学術講演会 2021年4月（東京）

6. 保田祐子，川村宏大，一門和哉，菅	守隆「当院で間質性肺炎の難病申請を行った患者におけるACP（Advanced	care
planning）後の転帰についての検討」第61回日本呼吸器学会学術講演会 2021年4月（東京）

7. 江口善友，保田祐子，川村宏大，一門和哉，菅	守隆「自然気胸に対するドレナージ治療について～治療プロトコール
による前向き検討～」第61回日本呼吸器学会学術講演会	2021年4月（東京）

8. 坂田能彦，川村宏大，神宮直樹，一門和哉「アテゾリズマブ＋ベバシズマブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル
（ABCP）療法が奏効したRET融合遺伝子陽性肺腺癌の一例」第61回日本呼吸器学会学術講演会 2021年4月（東京）

9. 増田眞子，中村和憲，関戸祐子，保田祐子，川村宏大，一門和哉「器質化肺炎を模倣した原発性肺癌の1例」第334回
日本内科学会九州地方会 2021年8月（WEB）

10. 一門和哉「COVID-19	ARDSの予後因子の検討」第87回日本呼吸器学会･日本結核	非結核性抗酸菌症学会･日本
サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会	九州支部秋季学術講演会 2021年10月（熊本WEB）

11. 坂田能彦「リアルワールドデータから考えるEGFR遺伝子変異陽性肺癌治療戦略」第87回日本呼吸器学会･日本
結核	非結核性抗酸菌症学会･日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会	九州支部秋季学術講演会〈シンポジウ
ム〉 2021年10月（熊本WEB）

12. 久永純平，神宮直樹，川村宏大，一門和哉「カテーテルアブレーション後に血痰で発症した肺静脈閉塞の1例」第87
回日本呼吸器学会･日本結核	非結核性抗酸菌症学会･日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会	九州支部秋季学
術講演会 2021年10月（熊本WEB）

13. 仁田脇辰哉，阿南圭祐，飯尾美和，江口善友，一門和哉，岩谷和法，松石健太郎，吉岡正一「気管支肺胞洗浄で大量喀血
を来した肺原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の1例」第87回日本呼吸器学会･日本結核	非結核性抗酸菌症学
会･日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会	九州支部秋季学術講演会 2021年10月（熊本WEB）

14. 中村和憲，吉岡優一，西山健太，飯尾美和，仁田脇辰哉，関戸祐子，保田祐子，一門和哉「急性重症呼吸不全を呈し、気
管支洗浄液で結核感染を診断した一例」第87回日本呼吸器学会･日本結核	非結核性抗酸菌症学会･日本サルコイ
ドーシス/肉芽腫性疾患学会	九州支部秋季学術講演会 2021年10月（熊本WEB）
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15. 坂田能彦「リアルワールドのオシメルチニブ初回治療多施設研究（OSI-FACT）の経験から」第62回日本肺癌学会
九州支部学術集会〈シンポジウム〉 2022年2月（WEB）

腎臓科

【原著論文】

1. 副島一晃，板井陽平，江口剛人，山村遼介，早田	学「グラフト感染の治療」腎と透析・別冊;	2022年.	in	press

【著書・総説】

1. 西村典史,	浦田浩史,	山田佳央，嶋田英敬，副島一晃「令和2年7月豪雨について―熊本県における対応―」日本透析
医会雑誌;	2021.	36(1):	57-60

2. 副島一晃，江口剛人，板井陽平，早田	学，神吉智子「AVF周術期対策」臨床透析;	2022年.	in	press

【学会】

1. 副島一晃，板井陽平，江口剛人，山村遼介，早田	学「災害に学び・備える～熊本地震を経験して～」第27回日本腹膜
透析医学会〈シンポジウム〉 2021年10月（東京WEB）

2. 副島一晃，板井陽平，江口剛人，山村遼介，早田	学「グラフト感染の治療」第25回日本透析アクセス医学会学術集
会・総会〈特別企画1やりたくないシャント手術…“誰か代わって!!”〉 2021年11月（千葉WEB）

3. 副島一晃「特別演題Ⅱ」心腎貧血症候群講演会 2021年12月（熊本WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 江口剛人「腹膜透析の原理と基礎知識」済生会熊本病院腹膜透析セミナー 2021年10月（熊本WEB）

【座長・司会】

1. 副島一晃　心腎貧血症候群講演会	特別演題Ⅱ 2021年12月（熊本WEB）

泌尿器科

【学会】

1. 三上	洋，南	隆広，尾﨑陽二郎，大井田奈穂，武川和樹，冨永成一郞，占部裕巳，福井秀幸，渡邊紳一郎「当院における前
立腺生検時の予防的抗生剤の検討」第109回日本泌尿器科学会総会 2021年12月（横浜）

2. 冨永成一郞，大井田奈穂，南	隆広，尾﨑陽二郎，武川和樹，占部裕巳，三上	洋，福井秀幸，渡邊紳一郎「外傷性膀胱破裂
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3. 尾﨑陽二郎，大井田奈穂，南	隆広，冨永成一郞，占部裕巳，三上	洋，福井秀幸，渡邊紳一郎「当院が経験した副腎皮質
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5. 南	隆広，大井田奈穂，尾﨑陽二郎，冨永成一郞，占部裕巳，三上	洋，福井秀幸，渡邊紳一郎「腎盂原発小細胞癌の1
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【勉強会・セミナー】

1. 渡邊紳一郎「ロボット手術のお話パート01	～前立腺の病気～」もりの都健康プロジェクト　特設セミナー
vol.5 2022年3月（熊本WEB）
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shock	patients	with	STEMI	who	required	mechanical	circulatory	support」European	Society	of	Cardiology	2021
2021年8月（WEB）

2. T	Unoki, 	M	Kametani, 	J	Matsuura, 	T	Toyofuku, 	Y	Konami, 	H	Suzuyama, 	M	Inoue, 	E	Horio, 	T	Yufu, 	K
Kodama, 	M	Yamamuro, 	E	Taguchi, 	T	Sawamura, 	K	Nakao, 	T	Sakamoto「Combined	use	of	VA-ECMO	and
IMPELLA	(ECPELLA)	reduces	myocardial	damage	and	mortality	in	lethal	cardiogenic	shock	patients	due	to
acute	coronary	syndrome」AHA2021	Ress	(American	Heart	Association)	2021年11月（WEB）

3. T	Toyofuku, 	T	Unoki, 	M	Kametani, 	J	Matsuura, 	Y	Konami, 	H	Suzuyama, 	M	Inoue, 	E	Horio, 	T	Yufu, 	K
Kodama, 	M	Yamamuro, 	E	Taguchi, 	T	Sawamura, 	K	Nakao, 	T	Sakamoto「A	comprehensive	simulation-based
training	for	E-CPR	improves	the	neurological	outcome	of	patients	with	refractory	cardiac	arrest」AHA2021
Ress	(American	Heart	Association)	2021年11月（WEB）

4. M	Kametani, 	T	Unoki, 	J	Matsuura, 	T	Toyofuku, 	Y	Konami, 	H	Suzuyama, 	M	Inoue, 	E	Horio, 	T	Yufu, 	K
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Kodama, 	M	Yamamuro, 	E	Taguchi, 	T	Sawamura, 	K	Nakao, 	T	Sakamoto「Impact	Of	Prehospital	Mobile	Cloud	
ECG	System	To	Reduce	Door	To	Balloon	Time	And	Onset	To	Recanalization	Time	In	STEMI」AHA2021	Ress	
(American	Heart	Association) 2021年11月（WEB）

5. T	Unoki【Travel	Award】「Impella	motor	current	reflect	the	degree	of	LV	unloading	and	myocardial	protection
for	STEACS-CGS	on	single	Impella	or	ECPELLA	support.」The	6th	A-CURE	Symposium 2022年1月（WEB）

6. 鵜木	崇「ACS-CGSに対する治療戦略	LV	unload	first	PCIのススメ」第３回ARIA塾 2021年4月（WEB）

7. 豊福尚旦「症例から考えるIMPELLAの管理	How	to	manage	IMPELLA?」第３回ARIA塾 2021年4月（WEB）

8. 山田雅大，堀端洋子，田村祐大，市丸直美，平井元子，坂本知浩「運動負荷心エコー検査における運動誘発性PH検出
のための最小負荷量の検討」日本心エコー図学会第32回学術集会 2021年4月（WEB）

9. 奥村	謙「心房細動：心不全管理の重要性」第31回日本臨床工学会および令和3年度公益社団法人日本臨床工学技士
会総会 2021年5月（熊本WEB）

10. 松浦純也，鵜木	崇，亀谷智子，神波	裕，鈴山寛人，井上雅之，堀尾英治，由布哲夫，兒玉和久，田口英詞，山室	惠，澤村匡
史，中尾浩一，坂本知浩「LAD近位部病変のSTEMIに対しImpellaによるLV	unloading	first	PCIを施行した2症
例」河田町循環器フォーラム～第	12	回心臓病研究会～ 2021年5月（WEB）

11. 山田雅大，堀端洋子，平井元子，田村祐大，市丸直美，林	克英，坂本知浩「重症体心室右室機能不全を認める修正大血
管転位に対して再同期療法が有効であった一例」日本超音波医学会第94回学術集会 2021年5月（神戸WEB）

12. Hideharu	Okamatsu,	Junjiro	Koyama,	Syouzou	Kaneko,	Koudai	Negishi,	Katsuhide	Hayashi,	Takuo	Tsurugi,
Yasuaki	Tanaka,	Ken	Okumura「Predictors	for	Poor	Recovery	of	Left	Ventricular	Function	in	Patients	with
Atrial	Fibrillation	and	Low	Left	Ventricular	Ejection	Fraction」第67回日本不整脈心電学会学術大会	2021年7月

（WEB）

13. Hideharu	Okamatsu,	Junjiro	Koyama,	Syouzou	Kaneko,	Koudai	Negishi,	Katsuhide	Hayashi,	Takuo	Tsurugi,
Yasuaki	Tanaka,	Ken	Okumura「Influence	of	Operator's	Experience	to	the	Effect	of	Ablation	Index-Guided
Circumferential	Pulmonary	Vein	Isolation	for	Paroxysmal	Atrial	Fibrillation」第67回日本不整脈心電学会学術大
会 2021年7月（WEB）

14. Hideharu	Okamatsu,	Junjiro	Koyama,	Shouzou	Kaneko,	Koudai	Negishi,	Katsuhide	Hayashi,	Takuo	Tsurugi,
Yasuaki	Tanaka,	Ken	Okumura「The	Advantage	of	Ablation	Index-Guided	Atrial	Fibrillation	Ablation	Over
Force-Time	Integral-Guided	Ablation」第67回日本不整脈心電学会学術大会 2021年7月（WEB）

15. Takuo	Tsurugi,	Jyunjiro	Koyama,	Shozo	Kaneko,	Kodai	Negishi,	Katsuhide	Hayashi,	Hideharu	Okamatsu,
Yasuaki	Tanaka,	Ken	Okumura「Long-Term	Durability	of	Transvenous	Implantable	Cardioverter-Defibrillator
Lead:	A	Single	Center	Observational	Study」第67回日本不整脈心電学会学術大会 2021年7月（WEB）

16. Ken	Okumura,	Masahiko	Goya,	Koichi	Inoue,	Hideki	Origasa,	Masatsugu	Okamoto,	Akihiko	Nogami「Acute
Effectiveness	and	Safety	of	VISITAG	SURPOINT	Guided	Radiofrequency	Catheter	Ablation	for	Atrial
Fibrillation	in	Japan:	Interim	Results	from	the	MIYABI	Study」第67回日本不整脈心電学会学術大会 2021年7月

（WEB）

17. 林	克英「RV	Septal	Pacing	for	New	Onset	AF	in	AV	Block	Patients	with	Preserved	LV	Function」第67回日本
不整脈心電学会学術大会	〈Pacing	for	the	Reduction	of	AF	and	Heart	Failure〉 2021年7月（WEB）

18. 林	克英「J	Wave	in	Epilepsy	Patients	and	Sudden	Death」第 67 回日本不整脈心電学会学術大会〈Autonomic
Nervous	System,	Sudden	Cardiac	Death	and	Related	Diseases〉 2021年7月（WEB）

19. 古山准二郎「A	Novel	3D	Mapping	Integrating	Vector	and	Velocity	Information	Enhances	the	Identification	of
Tachycardia	Circuit	of	Complex	Scar-Related	Atrial	Tachycardia」第67回日本不整脈心電学会学術大会〈Future
of	Catheter	Ablation	for	Complex	Arrhythmias〉 2021年7月（WEB）

20. 坂本知浩「PCI	to	LAD	after	TAVI」第11回日本経カテーテル心臓弁治療学会学術集会〈シンポジウム	PCI	before
or	after	TAVI	～よりマニアックに学ぶ～〉		2021年8月（WEB）

21. 坂本知浩「〈共催セミナー5　TAVI	における心腔内エコーの活用法～膜性中隔モニタリングによる房室ブロック
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の低減～〉	ICE	で	TAVI	は進化する」第11回日本経カテーテル心臓弁治療学会学術集会 2021年8月（WEB）

22. 劔	卓夫「HeartLogicの有効性」第69回日本心臓病学会学術集会〈症例検討会	循環器領域における遠隔医療	―実
臨床から学ぶ―〉 2021年9月（鳥取WEB）

23. 根岸耕大，古山准二郎，吉村あきの，岡松秀治，田中靖章，剱	卓夫，奥村	謙「両下肺静脈共通幹形態を有する心房細動
症例に対するカテーテルアブレーション治療戦略」カテーテルアブレーション関連秋季大会2021 2021年 9月

（WEB）

24. 田中靖章，根岸耕大，林	克英，岡松秀治，劔	卓夫，奥村	謙「ATP静注にて副伝導路の再伝導を繰り返した房室回帰性
頻拍再発例の１例」カテーテルアブレーション関連秋季大会2021 2021年9月（WEB）

25. T	Sakamoto「Theme	/	Topic	Interventions	for	Valvular	Disease,	TAVI」PCR	Tokyo	Valves	2021年9月（WEB）

26. 山田雅大，堀端洋子，中山智子，市丸直美，兒玉和久，坂本知浩「経皮的僧帽弁接合不全修復術前後に運動負荷心エ
コーで評価したDynamic	MR	の一例」日本超音波医学会第31回九州地方会学術集会 2021年10月（WEB）

27. 中山智子，亀谷智子，市丸直美，山田雅大，堀端洋子，田口英詞，坂本知浩，鵜木	崇，澤村匡史「体外式膜型人工心肺
（ECMO）並びにImpellaを導入し、経食道超音波検査にてMixing	zoneを観察した一例」日本超音波医学会第31回
九州地方会学術集会 2021年10月（WEB）

28. 堀端洋子「〈病診連携セッション九州地区座談会「マイトラクリップを語る」〉症例提示」日本超音波医学会第31
回九州地方会学術集会 2021年10月（WEB）

29. 神波	裕「運動誘発性閉塞性肥大型心筋症を有する肥満症患者に対して、経皮的中隔心筋焼灼術が奏功した一例」東
京HOCMフォーラム2021 2021年10月（札幌WEB）

30. 坂本知浩「変わりゆく大動脈弁狭窄症の治療～適応拡大によりかかりつけ医の役割はどう変わる？～」第43回日
本高血圧学会総会〈ランチョンセミナー〉 2021年10月（沖縄WEB）

31. 坂本知浩「Our	Zero	Pacemaker	Strategy	After	or	Even	During	TAVI	Procedures」ストラクチャクラブ・ジャパ
ンライブデモンストレーション2021〈パネルディスカッション	進化し続けるTAVI、残された課題とは？「最新エ
ビデンスを把握し、今後の方針を議論する」〉 2021年11月（東京WEB）

32. 鵜木	崇「〈心不全、ACS	LMT-AMIによる心原性ショックに対する治療戦略の考察	〉―IMPELLA	first	strategy
pro	and	cons	LMT―AMI+CGS	ま ず は IMPELLA 派」ARIA（Alliance	for	Revolution	and	Interventional
Cardiology	Advancement）2021〈心不全、ACS	LMT-AMIによる心原性ショックに対する治療戦略の考察〉 2021年
11月（福岡WEB）

33. 鈴山寛人	術者「SHD	TAVIビデオライブ（BE-THV）	」ARIA（Alliance	for	Revolution	and	Interventional	Cardiology
Advancement）2021	2021年11月（福岡WEB）

34. 坂本知浩，兒玉和久，堀端洋子，山田雅大	術者「SHD	MitraClipビデオライブ」ARIA（Alliance	for	Revolution	and
Interventional	Cardiology	Advancement）2021 2021年11月（福岡WEB）

35. 神波	裕	術者「SHD	TAVIビデオライブ（SE-THV）」ARIA（Alliance	for	Revolution	and	Interventional	Cardiology
Advancement）2021	2021年11月（福岡WEB）

36. 中島祥文（岩手医科大学），岡松秀治	術者「SHD［未来ホール企画］WATCHMAN生ライブ＠済生会熊本病院～二刀
流WATCHMAN	MVP生ライブ～」ARIA（Alliance	for	Revolution	and	Interventional	Cardiology	Advancement）
2021 2021年11月（福岡WEB）

37. 堀尾英治「PCI＋TAVI＋Impella	CP」ARIA（Alliance	for	Revolution	and	Interventional	Cardiology
Advancement）2021〈心不全	ULTIMATE	CASES～虚血性心不全に屈しない我らのインターベンション～〉 2021
年11月（福岡WEB）

38. 鵜木	崇「超低心機能/ショック	FMRを救命せよ」ARIA（Alliance	for	Revolution	and	Interventional	Cardiology
Advancement）2021〈合同企画、他	CHIP	Japan	ARIA	2021	Session	II：CADとSHD合併のハイリスクCHIP症例に
挑む〉 2021年11月（福岡WEB）

39. 坂本知浩「Low	Risk時代におけるPCI	after	TAVI」ARIA（Alliance	for	Revolution	and	Interventional	Cardiology
Advancement）2021 2021年11月（福岡WEB）
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40. 坂本知浩「抗血栓治療法のNew	Normal」第35回日本冠疾患学会学術集会〈ランチョンセミナー〉 2021年12月
（WEB）

41. 劔	卓夫，古山准二郎，大西史峻，根岸耕大，吉村あきの，岡松秀治，田中靖章，奥村	謙「左脚ブロックに対する左脚エ
リアペーシングにおいてMechanicaldesynchronyの補正に房室伝導の調節が有用であった1例」日本不整脈心電学
会第14回植込みデバイス関連冬季大会 2022年2月（WEB）

42. 吉村あきの，劔	卓夫，大西史峻，根岸耕大，岡松秀治，田中靖章，古山准二郎，奥村	謙「当院におけるPRAETRIAN
Scoreとショックインピーダンスとの相関に関する検討」日本不整脈心電学会第14回植込みデバイス関連冬季大
会 2022年2月（WEB）

43. 坂本知浩「FFRCTを臨床に活かす（ビデオライブ）「症例1	スマートPCI」」Tokyo	Physiology	2022	by	FRIENDS
Live 2022年3月（WEB）

44. Yuta	Tsurusaki,	Takashi	Unoki,	Taiji	Inamori,	Motoko	Kametani,	Takaaki	Toyofuku,	Junya	Matsuura,	Satoko
Ideishi,	Tomoko	Nakayama,	Yutaka	Kounami,	Masayuki	Inoue,	Hiroto	Suzuyama,	Eiji	Horio,	Kazuhisa	Kodama,
Tetsuo	Yufu,	Megumi	Yamamuro,	Eiji	Taguchi,	Tadashi	Sawamura,	Koichi	Nakao,	Tomohiro	Sakamoto
「Simulation-Based	Heart	Team	Training	for	E-CPR	Improves	the	Outcome	of	Patients	with	Refractory	Cardiac
Arrest」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

45. Takuo	Tsurugi,	Ken	Okumura,	Fumitaka	Onishi,	Kodai	Negishi,	Akino	Yoshimura,	Hideharu	Okamatsu,	Yasuaki
Tanaka,	Tomohiro	Sakamoto,	Junjiro	Koyama「Relation	of	Intraseptal	Lead	Depth	Assessed	by	Intraoperative
Echocardiogram	with	Successful	Left	Bundle	Brunch	Pacing」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年
3月（WEB）

46. Hideharu	Okamatsu,	Ken	Okumura,	Fumitaka	Onishi,	Akino	Yoshimura,	Kodai	Negishi,	Takuo	Tsurugi,	Yasuaki
Tanaka,	Koichi	Nakao,	Tomohiro	Sakamoto,	Junjiro	Koyama「Is	Left	Atrium	Posterior	Wall	Box	Isolation
Effective	to	the	Outcome	of	Ablation	Index-Guided	Non-Paroxysmal	Atrial	Fibrillation	Ablation?」第86回日本循
環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

47. Hideharu	Okamatsu,	Ken	Okumura,	Fumitaka	Onishi,	Akino	Yoshimura,	Kodai	Negishi,	Takuo	Tsurugi,	Yasuaki
Tanaka,	Koichi	Nakao,	Tomohiro	Sakamoto,	Junjiro	Koyama「Predictor	of	Atrial	Tachyarrhythmia	Recurrence
among	Ablation	Strategies	after	Ablation	Index-Guided	Atrial	Fibrillation	Ablation」第86回日本循環器学会学術
集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

48. 松浦純也，鵜木	崇，鶴﨑祐太，稲森大治，出石さとこ，豊福尚旦，亀谷智子，大西史峻，中山智子，神波	裕，井上雅之，鈴
山寛人，堀尾英治，兒玉和久，由布哲夫，山室	惠，田口英詞，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「Initial	Blood	pH	during
Cardiopulmonary	Resuscitation	in	Patients	with	Out-of-Hospital	Cardiac	Arrest	can	Predict	the	Mortality	and
Neurological	Outcome」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

49. 中山智子，鵜木	崇，鶴﨑祐太，稲森大治，亀谷智子，豊福尚旦，松浦純也，出石さとこ，神波	裕，井上雅之，鈴山寛人，堀
尾英治，兒玉和久，由布哲夫，山室	惠，田口英詞，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「Combined	Use	of	ECMO	with
Impella	(ECPELLA)	Improves	Outcomes	in	Patients	Received	E-CPR」第 86 回 日 本 循 環 器 学 会 学 術 集 会

（JCS2022） 2022年3月（WEB）

50. 稲森大治，鵜木	崇，鶴﨑祐太，亀谷智子，豊福尚旦，松浦純也，出石さとこ，中山智子，神波	裕，井上雅之，鈴山寛人，堀
尾英治，兒玉和久，由布哲夫，山室	惠，田口英詞，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「ECPELLA	is	an	Emerging
Therapeutic	Option	for	Patients	with	Serious	Cardiogenic	Shock	Including	Cardiac	Arrest	to	Improve	Clinical
Outcome」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

51. 出石さとこ，鵜木	崇，鶴﨑祐太，稲森大治，亀谷智子，豊福尚旦，松浦純也，中山智子，神波	裕，井上雅之，鈴山寛人，堀
尾英治，兒玉和久，由布哲夫，山室	惠，田口英詞，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「ECPELLA	Reduces	Myocardial
Damage	and	Mortality	in	Lethal	Cardiogenic	Shock	Patients	Due	to	Acute	Coronary	Syndrome	Required	VA-
ECMO」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

52. Motoko	Kametani,	Takashi	Unoki,	Yuta	Tsurusaki,	Taiji	Inamori,	Takaaki	Toyofuku,	Junya	Matsuura,	Satoko
Ideishi,	Tomoko	Nakayama,	Yutaka	Kounami,	Masayuki	Inoue,	Hiroto	Suzuyama,	Eiji	Horio,	Kazuhisa	Kodama,
Tetsuo	Yufu,	Megumi	Yamamuro,	Eiji	Taguchi,	Tadashi	Sawamura,	Koichi	Nakao,	Tomohiro	Sakamoto「PCI	on
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Combined	VA-ECMO	with	IMPELLA	(ECPELLA)	Support	May	Reduce	Myocardial	Damage	in	Cardiogenic	
Shock	Patients	with	STEMI」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

53. 鵜木	崇，鶴﨑祐太，稲森大治，亀谷智子，豊福尚旦，松浦純也，出石さとこ，中山智子，神波	裕，井上雅之，鈴山寛人，堀
尾英治，兒玉和久，由布哲夫，山室	惠，田口英詞，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「Real-World	Experience	of	over	100
Impella	in	the	First	3	Years	of	Single	Center」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

54. 吉村あきの，剱	卓夫，古山准二郎，大西史峻，根岸耕大，岡松秀治，田中靖章，坂本知浩，奥村	謙「PRAETORIAN
Score	in	the	Japanese	Patients	Undergoing	Subcutaneous	Implantable	Cardioverter-Defibrillator	Implantation
and	its	Relationships	with	Defibrillation	Threshold	and	Shock	Impedance」第 86 回日本循環器学会学術集会

（JCS2022） 2022年3月（WEB）

55. 神波	裕，鈴山寛人，堀尾英治，田口英詞，中山智子，山田雅大，堀端洋子，坂本知浩「Positive	Impacts	of	the	Cusp-
Overlap	Technique	on	Commissural	Post	Alignment	with	the	Coronary	Ostia	in	TAVI	with	the	SE-THV」第86
回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

56. 豊福尚旦，鵜木	崇，鶴﨑祐太，稲森大治，亀谷智子，松浦純也，出石さとこ，中山智子，神波	裕，井上雅之，鈴山寛人，堀
尾英治，兒玉和久，由布哲夫，山室	惠，田口英詞，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「Prehospital	Mobile	Cloud	ECG
Transmission	System	Reduces	Door-to-Balloon	Time	and	Onset-to-Recanalization	Time	in	Patients	with
STEMI」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022） 2022年3月（WEB）

57. Megumi	Yamamuro,	Tomoko	Nakayama,	Takashi	Unoki,	Tadashi	Sawamura「Cardiovascular	Disease	Patient
Transport	is	Shifting	from	Highly	Equipped	Ambulance	Cars	to	Paramedic	Transport」第86回日本循環器学会
学術集会（JCS2022）〈シンポジウム〉 2022年3月（WEB）

58. Yusuke	Watanabe,	Masaki	Nakashima,	Yusuke	Enta,	Toru	Naganuma,	Masahiro	Yamawaki,	Shingo	Mizuno,
Kazuki	Mizutani,	Hiroshi	Ueno,	Yohei	Ohno,	Masaki	Izumo,	Jyunichi	Yamaguchi,	Kazuhisa	Kodama,	Yoshifumi
Nakajima,	Hiroki	Bouta,	Shunsuke	Kubo,	Makoto	Amaki,	Mike	Saji,	Masahiko	Asami,	Shinichi	Shirai,	Kentaro
Hayashida「Current	Status	of	Transcatheter	Edge	to	Edge	Repair	for	Mitral	Valve	Regurgitation	in	Japan:
Insights	from	OCEAN-Mitra	Registry」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022）	2022年3月（WEB）

59. 坂本知浩「Early	Catheter	Intervention	is	Preferable	to	Conservative	Therapy	in	Severe	Functional	Mitral
Regurgitation」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022）〈Debate	機能性MRに対する治療	CRT/薬物療法vs早
期MitraClip	Pro-con〉 2022年3月（WEB）

60. 奥村	謙，赤尾昌治，山下武志「Direct	Oral	Anticoagulant	Therapy	in	Very	Elderly	Patients	with	Non-valvular
Atrial	Fibrillation:	Insights	from	J-ELD	AF	Registry	and	ELDERCARE-AF	Trial」第86回日本循環器学会学術集
会（JCS2022）〈プレナリーセッション健康寿命延伸のための心房細動に対する包括的治療戦略〉 2022年3月（WEB）

61. 坂本知浩「凝固線溶系から視る高中性脂肪血症治療	～factを見極める～」第86回日本循環器学会学術集会
（JCS2022）〈ランチョンセミナー高中性脂肪血症は本当に循環器内科医の治療標的となるのか？〉 2022年3月
（WEB）

62. 奥村	謙「詳細を見る」第86回日本循環器学会学術集会（JCS2022）〈ランチョンセミナーAF治療？ HF治療？実際
に悩んだ症例に、エキスパートが描く治療戦略〉	2022年3月（WEB）

63. 松浦純也，鵜木	崇，中山智子，山室	恵，澤村匡史「心肺蘇生時の血液ガス分析による死亡率と神経学的転帰の予測」
第49回日本集中治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

64. 亀谷智子，鵜木	崇，鶴崎祐太，稲森大治，豊福尚旦，出石さとこ，中山智子，澤村匡史「ECPELLA（VA-ECMO+Impella）
下サポートPCIはショックを伴うST上昇型心筋梗塞の心筋ダメージを軽減する」第49回日本集中治療医学会学術
集会〈パネルディスカッション集中治療における重症心不全に対する補助循環によるブリッジ―VA-ECMO,
ECPELLA,	VAD―〉 2022年3月（WEB）

65. 出石さとこ，鵜木	崇，鶴崎祐太，稲森大治，亀谷智子，豊福尚旦，松浦純也，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「VA-ECMO
を要したショックを伴う急性冠症候群に対するECPELLA（VA-ECMO+Impella）の有効性についての検討」第49
回日本集中治療医学会学術集会〈パネルディスカッション集中治療における重症心不全に対する補助循環によるブ
リッジ―VA-ECMO,	ECPELLA,	VAD―〉 2022年3月（WEB）



研 究 実 績

66. 鶴崎祐太，鵜木	崇，稲森大治，亀谷智子，松浦純也，出石さとこ，中山智子，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「E-CPR導
入プロトコールの作成及びのシミュレーショントレーニングは難治性心停止患者の予後を改善する」第49回日本
集中治療医学会学術集会〈ワークショップ	循環補助としてのVA-ECMO（Impella・IABP併用を含む）の教育〉 2022
年3月（WEB）

67. 澤村匡史「済生会熊本病院集中治療室のQuality	Management」第49回日本集中治療医学会学術集会〈ワーク
ショップ3	循環器集中チーム医療	循環器集中治療領域での診療PDCAサイクルとは〉 2022年3月（WEB）

68. 中山智子，鵜木	崇，鶴崎祐太，亀谷智子，豊福尚旦，松浦純也，出石さとこ，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「難治性心停
止においてVA-ECMOを使用した患者におけるIMPELLA併用（ECPELLA）の有用性についての検討」第49回日
本集中治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

69. 鵜木	崇，亀谷智子，豊福尚旦，松浦純也，中山智子，山室	恵，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「3年間での100本の単施
設でのImpellaの使用経験」第49回日本集中治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

70. 稲森大治，鵜木	崇，亀谷智子，豊福尚旦，松浦純也，出石さとこ，中山智子，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「経皮的心肺
補助（VA-ECMO）を要する最重症ショック患者におけるIMPELLA併用（ECPELLA）の有用性」第49回日本集中
治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

71. 松浦純也，鵜木	崇，稲森大治，亀谷智子，豊福尚旦，出石さとこ，中山智子，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「経皮的止血
デバイス（Proglide）によるVA-ECMO及びImpella抜去の有効性及び安全性についての検討」第49回日本集中治療
医学会学術集会	2022年3月（WEB）

72. 豊福尚旦，鵜木	崇，鶴崎祐太，稲森大治，松浦純也，出石さとこ，中山智子，澤村匡史，中尾浩一，坂本知浩「ST上昇型
心筋梗塞におけるプレホスピタルクラウド心電図伝送システムの有効性」第49回日本集中治療医学会学術集
会 2022年3月（WEB）

73. 奥村	謙「超高齢高出血リスク心房細動例に対する低用量エドキサバンの有効性・安全性」STROKE2022 2022年3
月（大阪WEB）

74. 七田茂輝，古山准二郎「右房の限局したfractionationがAFを維持していると考えられた発作性心房細動」第1回
JHRS九州・沖縄支部地方会 2021年4月（WEB）

75. 奥村	謙「ELDERCARE-AF：無作為化二重盲検試験から学んだこと」第172回日本循環器学会東北地方会〈教育
セッション2―特別講演―〉 2021年6月（WEB）

76. 豊福尚旦，鈴山寛人，平井元子，堀端洋子，田口英詞，佐々利明，出田一郎，押富	隆，坂本知浩【Case	Report	Award最
優秀賞】「経皮的動脈管開存閉鎖術後の高度溶血性貧血に対してステントグラフト内挿術により良好な転帰を得た
一例」第130回日本循環器学会九州地方会	2021年6月（WEB）

77. 大西史峻，古山准二郎，金子祥三，根岸耕大，林	克英，岡松秀治，田中靖章，劔	卓夫，坂本知浩，奥村	謙「laminopathy
による低左心機能を基礎とする持続性心室頻拍に対してカテーテルアブレーションが奏効した一例」第130回日本
循環器学会九州地方会 2021年6月（WEB）

78. 稲森大治，兒玉和久，岡松秀治，堀端洋子，田口英詞，中尾浩一，坂本知浩「イバブラジンを含めた至適薬物療法にて
機能性重症僧帽弁逆流症を併発した低心機能症例を改善しえた一例」第130回日本循環器学会九州地方会	2021年6
月（WEB）

79. 神波	裕，鈴山寛人，堀尾英治，山田雅大，田口英詞，堀端洋子，坂本知浩「当院における透析患者に対する経カテーテ
ル大動脈弁植込み術の初期成績」第130回日本循環器学会九州地方会 2021年6月（WEB）

80. 松浦純也，鵜木	崇，稲森大治，豊福尚旦，亀谷智子，中山智子，神波	裕，鈴山寛人，山室	惠，田口英詞，澤村匡史，中尾浩
一，坂本知浩「経皮的止血デバイスProGlide	TMによるECMO送血管抜去の使用経験」第31回日本心血管イン
ターベンション治療学会	九州・沖縄地方会 2021年10月（北九州WEB）

81. 坂本知浩「〈会長企画〉本邦におけるリアルワールドデータ	DYNAMIC	臨床試験」第31回日本心血管インターベ
ンション治療学会	九州・沖縄地方会 2021年10月（北九州WEB）

82. 奥村	謙「超高齢・高血圧リスク心房細動例に対するDOAC療法」日本循環器学会第158回東海・第143回北陸合同
地方会〈ランチョンセミナー〉 2021年10月（名古屋WEB）



研 究 実 績

83. 奥村	謙「より確実で安全なRFアブレーションを目指して～温度コントロール通電への回帰と進化～」第1回日本
不整脈心電学会近畿支部地方会 2021年12月（WEB）

84. 吉村あきの，古山准二郎，劔	卓夫，田中靖章，岡松秀治，根岸耕大，大西史峻，堀端洋子，坂本知浩，奥村	謙「ファロー
四徴修復術後遠隔期に生じた持続性心室頻拍に対してカテーテルアブレーションを行った1例」第131回日本循環
器学会九州地方会 2021年12月（WEB）

85. 堀尾英治，神波	裕，鶴崎裕太，中山智子，鈴山寛人，佐々利明，山田雅大，堀端洋子，田口英詞，出田一郎，中尾浩一，坂本
知浩「TAVIに伴う弁輪破裂を生じた二症例の検討」第131回日本循環器学会九州地方会 2021年12月（WEB）

86. 松浦純也，兒玉和久，神波	裕，井上雅之，堀尾英治，山田雅大，堀端洋子，田口英詞，坂本知浩「入退院を繰り返した
ischemic	HF	with	reduced	EF	and	moderate	MRに対する	MitraClip」第33回日本心血管インターベンション治
療学会九州・沖縄地方会 2022年1月（福岡WEB）

87. 兒玉和久，神波	裕，堀尾英治，山田雅大，掘端洋子，田口英詞，坂本知浩「MitraClip	for	Intermacs	profile	3	patients.
Is	it	too	late	or	not	too	late?」第33回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会 2022年1月（福岡
WEB）

88. 神波	裕，鈴山寛人，堀尾英治，中山智子，山田雅大，堀端洋子，田口英詞，坂本知浩「低流量低圧較差ASに対する透析
TAVIにて生じた心原性ショックに対し、Impella	CPによる循環補助で良好な転帰が得られた一例」第33回日本心
血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会 2022年1月（福岡WEB）

89. 坂本知浩「Real	world	Digital	Evidence:	本邦におけるリアルワールドデータ」第33回日本心血管インターベン
ション治療学会九州・沖縄地方会 2022年1月（福岡WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 鶴崎祐太，鵜木	崇，出石さとこ，亀谷智子，中山智子，山室	惠，澤村匡史，坂本知浩「急性心筋梗塞後左室自由壁破裂
に対してVA-ECMOとImpellaの併用による左室除負荷により保存的加療で救命した一例」第8回熊本心血管統合
カンファレンス 2021年9月（熊本）

2. 松浦純也「心肺蘇生時の血液ガス分析による死亡率と神経学的転帰の予測」第14回日本蘇生科学シンポジウ
ム 2022年3月（WEB）

3. 澤村匡史「COVID-19と治療の差し控え・中止：日本集中治療医学会	委員会報告の要点」医療事故・医事紛争対応研
究会	第16回年次カンファレンス 2022年3月（WEB）

脳神経外科

【原著論文】

1. 加治正知，山城重雄，藤岡正導，西	徹「Carotid	Fat	Pad	Flip	Method：頸動脈内膜剥離術における頸動脈三角の脂肪
組織を利用した頸動脈露出法」脳卒中の外科;	2022年.	50(2):	96-100

【著書・総説】

1. 山城重雄「くも膜下出血後続発性水頭症の治療」脳神経外科;	2022年.	50(2):	411-418

【学会】

1. 加治正知，山城重雄，藤岡正導，西	徹「内頸動脈狭窄治療の第一選択としてのCEA―歴史・現状・安全な新しい手術
方法（Carotid	Fat	Pad	Flip	Method）の提案―」第41回日本脳神経外科コングレス総会 2021年5月（横浜WEB）

2. 加治正知，髙宗伸次，後藤啓士郎，白井純宏，山城重雄，西	徹「頚動脈内膜剥離術に対する周術期外来専門チームの効
果」日本脳神経外科学会第80回学術総会〈シンポジウム頚部内頚動脈狭窄症の治療戦略〉 2021年10月（横浜WEB）

3. 松崎啓亮，植川	顕，後藤智明，武笠晃丈，山城重雄「髄膜癌腫症に対するproGAV®2.0を用いたVPシャント術の有
用性」日本脳神経外科学会第80回学術総会 2021年10月（横浜WEB）

4. 加治正知，西岡智美，山城重雄，西	徹「標準化と個別化の狭間で―電子パスがもたらす新しいパスのかたち―」第
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21回日本クリニカルパス学会学術集会〈シンポジウムパスと教育―ありがちなパスの弱点を克服しよう！〉 2021年
11月（山形WEB）

5. 山城重雄，加治正知，天達俊博，上田隆太，山村理仁，村井	晏，山本哲也「抗血栓療法中の脳内出血に対する内視鏡下
血腫除去術」第28回日本神経内視鏡学会 2021年11月（名古屋WEB）

6. 山城重雄，天達俊博，村井	晏，上田隆太，山村理仁，福岡真惟，植木	航，加治正知「当院における神経集中治療の現状
と治療成績」第45回日本脳神経外傷学会 2022年2月（橿原）

7. 山城重雄，加治正知，天達俊博，上田隆太，山村理仁，村井	晏，武笠晃丈，済生会脳卒中研究グループ「抗血栓療法中に
発症した脳実質内出血―済生会脳卒中データベースの解析からみえる課題と対策」第47回日本脳卒中学会学術集
会	STROKE2022 2022年3月（大阪WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 山城重雄，天達俊博，村井	晏，上田隆太，山村理仁，福岡真惟，植木	航，加治正知「当院における神経集中治療の現状
と治療成績」第25回熊本神経外傷てんかん研究会 2021年12月（熊本）

脳神経内科

【原著論文】

1. Yuichiro	Inatomi, 	Makoto	Nakajima, 	Tokunori	Ikeda, 	Toshiro	Yonehara, 	Tadashi	Terasaki, 	Yoichiro
Hashimoto, 	Yanosuke	Kouzaki「Clinical	characteristics	of	patients	with	ischemic	stroke	after	the	2016
Kumamoto	earthquake, 	a	multi-center	study」Neurol	Sci;	2021.	42(12):	5055-5063

2. Makoto	Nakajima, 	Yuichiro	Inatomi, 	Yasuyuki	Ito, 	Yanosuke	Kouzaki, 	Tomohiro	Takita, 	Kuniyasu	Wada,
Toshiro	Yonehara, 	Tadashi	Terasaki, 	Yoichiro	Hashimoto, 	Yukio	Ando「Preceding	direct	oral	anticoagulant
administration	reduces	the	severity	of	stroke	in	patients	with	atrial	fibrillation	―K-PLUS	Registry」J	Clin
Neurosci;	2021	Jul.	89:	106-112

3. Naganuma	M, 	Inatomi	Y, 	Yonehara	T, 	Nakajima	M, 	Ueda	M「Underdosed	Direct	Oral	Anticoagulants	in
Atrial	Fibrillation	Patients	Reduce	Stroke	Severity	and	Improve	Outcome」Cerebrovasc	Dis;	2022.	51(4):	473-480

4. 原田しずか，稲富雄一郎，中島	誠，米原敏郎「胆嚢癌に関連する抗Hu抗体陽性の傍腫瘍性感覚運動性ニューロパ
チーの1例」臨床神経;	2021年.	61:	471-476

5. 原田しずか，稲富雄一郎，松田	実「右中大脳動脈領域広範梗塞により幻触と妄想を来した1例」臨床神経;	2022年 .
62(1):	39-43

【著書・総説】

1. 稲富雄一郎（監修）「症状から理解するはやわかり高次脳機能障害」BRAIN	NURSING（ブレインナーシング）;	2021
年.	37(6)

2. Yoichiro	Nagao「ACUTE	ISCHEMIC	STROKE(AIS) ※ 1,	ANTITHROMBTIC	THERAPY ※ 2,	DIAGNOSTIC
ANGIOGRAPHY ※ 3」A	Beginner’s	Guide	to	Neuroendovascular	Therapy（Shinichi	Yoshimura,	Norito	Kinjo,
Organization	of	Minimally	Invasive	brain	and	spinal	Surgery	著）ジュピター出版株式会社;	2022:	51-59※1	190-193
※2	207-213※3

【学会】

1. 稲富雄一郎「脳血管障害の臨床における失語症症候学」第62回日本神経学会学術大会〈教育コース脳神経内科臨床
における失語症学の役割〉 2021年5月（京都WEB）

2. 稲富雄一郎「地震災害と神経救急疾患：熊本地震の経験から」第62回日本神経学会学術大会〈シンポジウム脳神経
内科医が関わる災害医療の過去・現在・未来〉 2021年5月（京都WEB）

3. 井	建一朗，稲富雄一郎，中島	誠，岡﨑周平，猪原匡史，植田光晴，米原敏郎「日本語版簡易modified	Rankin	Scale質問
票の信頼性に関する検証」第62回日本神経学会学術大会 2021年5月（京都WEB）
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4. 稲富雄一郎「パーキンソン病の高次脳機能障害と治療」第26回日本認知神経科学会 2021年7月（熊本WEB）

5. 稲富雄一郎，中島	誠，米原敏郎「高次脳機能障害を来した非痙攣性てんかん重積の2例」第45回日本神経心理学会
学術集会 2021年9月（東京WEB）

6. 稲富雄一郎，中島	誠，米原敏郎「失語症をきたしたテント下脳梗塞の2例」第45回日本高次脳機能障害学会学術集
会 2021年12月（郡山WEB）

7. Keisuke	Kawamoto,	Yoichiro	Nagao,	Masaki	Naganuma,	Yuichiro	Inatomi,	Toshiro	Yonehara「Predictors	and
prognosis	of	early	neurological	deterioration	in	acute	ischemic	stroke」第37回日本脳血管内治療学会	2021年11
月（神戸WEB）

8. 宮薗裕子，永沼雅基，池袋雄太，川本佳右，原田しずか，長尾洋一郎，稲富雄一郎，米原敏郎，植田光晴「右視野に視野
欠損を伴わない複雑幻視を生じた自己免疫性脳症の1例」第334回日本内科学会九州地方会 2021年8月（WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 永沼雅基「脳卒中急性期治療	脳卒中治療ガイドライン2021に沿って」第13回済生会病院病診連携カンファレン
ス 2021年10月（熊本WEB）

2. 永沼雅基「Deep	learning手法を用いたASPECTS自動判定プログラムの開発―Fuji	Filmとの共同開発研究―」第
138回熊本神経カンファレンス 2021年11月（WEB）

3. 長尾洋一郎「乱立するAspiration	Catheterを再考する」AIS	Round	Table 2021年11月（WEB）

4. 長尾洋一郎「当院の血管内治療の現状とM2閉塞に対する考え方」Kyushu	AIS	Conference 2022年3月（WEB）

救急総合診療センター

【原著論文】

1. Ken	Ishikura, 	Tomoko	Sato, 	Yoshihide	Nakagawa, 	et	al「The	Evaluation	of	Helicopter	Emergency	Medical
Services	With	a	Physician	for	Acute	Myocardial	Infarction	in	Japan:	A	Registry-Based	Study	of	Prognosis	and
Time	Reduction」Air	medical	journal;	2021.	40(6):	399-403

2. Isao	Ohsawa, 	Atsushi	Fukunaga, 	Shinya	Imamura, 	Kazumasa	Iwamoto, 	Akio	Tanaka, 	Michihiro	Hide, 	Daisuke
Honda, 	Kouhei	Yamashita, 	Chisako	Fujiwara, 	Osamu	Ishikawa, 	Takeo	Yamaguchi, 	Junichi	Maehara, 	Tomoya
Hirose, 	Masahiro	Ieko, 	Kunihiko	Umekita, 	Yuya	Nakamura	and	Hiromichi	Gotoh「Survey	of	actual	conditions
of	erythema	marginatum	as	a	prodromal	symptom	in	Japanese	patients	with	hereditary	angioedema」World
Allergy	Organ;	2021.	14(2):	100511

3. Kazumasa	Iwamoto, 	Beverley	Yamamoto, 	Isao	Ohsawa, 	Daisuke	Honda, 	Takahiko	Horiuchi, 	Akira	Tanaka,
Atsushi	Fukunaga, 	Junichi	Maehara, 	Kouhei	Yamashita「The	diagnosis	and	treatment	of	hereditary
angioedema	patients	in	Japan:	A	patient	reported	outcome	survey」Allergol	Int;	2021.	70(2):	235-243

【著書・総説】

1. 飯尾純一郎「意識障害の患者さんがきたらどう対応する?ドクターの視点がみえる !意識障害のアプローチ」
Emer-log;	2021年.	34(4):	454-462

2. 川野雄一朗「おいしいものには毒がある!?フグ中毒のプレホスピタル」プレホスピタル･ケア;	2022年.	35(1):	86-90

3. 飯尾純一郎「肺塞栓」レジデントノート増刊	あらゆる場面のClinical	Prediction	Ruleを使いこなす（第2章）臓器・
診療科ごとのCPR	循環器・心臓血管外科疾患	羊土社;	2022年.	23(17):	2826-2834

4. 飯尾純一郎「手、大腿部の骨折」救急プライマリーケアの骨折診療スタンダード	羊土社;	2022年

5. 飯尾純一郎「ICUルーチン」今日の臨床サポート;	2021年

6. Ryuji	Sasaki, 	Tetsuro	Aita, 	Hiroyuki	Nagano, 	Junichi	Maehara, 	Shinichi	Okuda, 	Toshiyuki	Mizota, 	Takashi
Yoshioka「Bringing	Hidden	Biases	Into	Light:	Comments	on	an	Observational	Study	on	the	Use	of
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Antifibrinolytics	for	Pediatric	Patients	With	Life-Threatening	Hemorrhage」Crit	Care	Med;	2022.	50(4):	e407-e408

【学会】

1. 飯尾純一郎「尿路感染症の原因微生物において抗菌薬耐性の有無を予想するスコアリングシステムの検討」第95
回日本感染症学会学術講演会／第69回日本化学療法学会総会合同学会 2021年5月（横浜WEB）

2. 泊	翔平，飯尾純一郎，具嶋泰弘「SalmonellaO9群による腸腰筋膿瘍に化膿性脊椎炎を合併した1例」第95回日本感
染症学会学術講演会／第69回日本化学療法学会総会	合同学会 2021年5月（横浜WEB）

3. 佐藤友子，前原潤一「これからの救急科研修に求められるもの」第25回日本救急医学会九州地方会 2021年6月（宮
崎WEB）

4. 佐藤友子，前原潤一「看護師による院内トリアージにおけるアンダートリアージの検討」第49回日本救急医学会総
会・学術集会 2021年11月（東京）

5. 前原潤一，天達俊博，伊賀崎伴彦「ICU入室患者のHRV長時間リアルタイム解析システムの構築と事例提示」第49
回日本救急医学会総会・学術集会 2021年11月（東京）

6. 前原潤一「阪神・淡路大震災と熊本地震	2つの災害を現場で経験して」日本医療検査科学会第53回大会	第80回
POCセミナー 2021年10月（横浜）

7. 福永	淳，岸本美和，黄	章徳，明山武嗣，小寺一平，井上陽一，前原潤一「本邦医師の遺伝性血管性浮腫に対する診療科
別の認知度と診断過程の評価：Web調査研究」第51回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会 2021年11月（東
京WEB）

8. 川野雄一朗，工藤康一「巨大脾腫を伴うストマ静脈瘤に対し計画的に脾動脈部分塞栓術（PSE）と経皮経肝静脈瘤塞
栓術（PTO）を施行した1例」第43回九州IVR研究会 2021年12月（WEB）

9. 川野雄一朗，前原潤一「重症フグ中毒に尿崩症を合併した1例」第42回日本中毒学会西日本地方会 2022年2月
（WEB）

10. 前原潤一，天達俊博，伊賀崎伴彦「新たに構築した心拍変動解析システムによるクモ膜下出血患者の遅発性脳虚血
の早期検出の試み」第49回日本集中治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

11. 佐藤友子「病院幹部のみが参加する本部運営訓練の試み」第27回日本災害医学会総会・学術集会 2022年3月（広島
WEB）

12. 飯尾純一郎「治療の差し控えと終了を考えるときに知っておきたいこと」第130回日本循環器学会九州地方会〈若
手ハートチームセッション：チームで考える！急性期/CCUでの緩和ケア〉	2021年6月（WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 川野雄一朗「REBOAオンラインコース」第9回DIRECT	REBOAオンラインセミナー 2021年11月（WEB）

【座長・司会等】

1. 佐藤友子　第28回日本航空医療学会総会	一般演題	連携：多機関・多職種・地域／施設間搬送 2021年11月（熊本）

2. 佐藤友子　第27回日本災害医学会総会・学術集会	一般演題	ポスター	多機関・職種連携３ 2022年3月（広島WEB）

【その他】

1. 佐藤友子	講義「小児診療	総論・各論」救急救命九州研修所	2021年9月

2. 佐藤友子	講義「高齢者救急」熊本消防学校救急科第30期	2022年1月

3. 佐藤友子	講義「化学災害」熊本消防学校救急科第30期	2022年2月
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集学的がん診療センター

【学会】

1. 森北辰馬，窪	文彦，本田美津子，野中	幸，山下園加，菅	守隆「急性期病院における緩和ケアチームによる介入の実
態」第26回日本緩和医療学会学術集会 2021年6月（横浜WEB）

2. 森北辰馬，小田尚伸，菅	守隆「汎発性帯状疱疹・ハント症候群を発症した悪性リンパ腫」第83回日本血液学会学術
集会 2021年9月（WEB）

3. 田中秀幸，髙橋英徳，坂本快郎「当院におけるロボット支援下幽門側胃切除手術（RDG）導入後約3年の短期成績」
第34回日本内視鏡外科学会総会 2021年12月（神戸WEB）

4. 田中秀幸，坂本快郎，髙橋英徳，菅	守隆「食道裂孔ヘルニアに対する単孔式食道裂孔ヘルニア縫縮術の1例」第14回
単孔式内視鏡手術研究会 2022年2月（WEB）

5. 田中秀幸，坂本快郎，髙橋英徳，菅	守隆「ロボット支援幽門側胃切除術（RDG）の当日入院パス導入を可能にした周
術期外来専門チーム（PERIO）」第14回日本ロボット外科学会学術集会 2022年2月（WEB）

6. 森北辰馬，小田尚伸，菅	守隆「実診療におけるFTD/TPI+BV療法の有効性と安全性」第19回日本臨床腫瘍学会学
術集会 2022年2月（東京WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 田中秀幸「ロボット胃切除導入後３年の短期成績と手術手技」Connect	with	Robotic	Surgeons	in	Kyusyu	―Da
Vinci	手術のNext	Stage― 2021年4月（博多WEB）

2. 森北辰馬「結腸・直腸癌におけるロンサーフの使用経験」第13回熊本消化器癌研究会 2021年6月（WEB）

3. 坪田容子「集学的がん診療センター常駐後の活動報告	～患者・家族に寄り添う栄養サポートを目指して～」令和3
年度第3回熊本県栄養士会医療事業部研修会 2022年2月（熊本WEB）

4. 森北辰馬「当院におけるエンハーツの使用経験」Breast	Cancer	Meeting 2022年3月（熊本WEB）

5. 坂本快郎「ロボット支援下直腸切除術」CTC・da	Vinciに関するオンライン講演会 2021年6月（WEB）

6. 中村いずみ「irAE（免疫関連有害事象）聞き取りのポイント、医師との連携」熊本県南部エリアirAEマネジメント
WEBセミナー 2021年7月（WEB）

7. 川野尚美「抗EGFR抗体薬の皮膚障害対策」皮膚障害対策Web	Seminar	in	kumamoto	2021年8月（WEB）

8. 小田尚伸「標準治療後の新たな選択肢～がんゲノム医療～」第104回熊本緩和ケアカンファレンス 2021年12月
（WEB）

9. 菅	守隆「切れ目のない医療の実現を―集学的がん診療センターの体制について―」未来連携フォーラムWEEK
2021 2021年12月（WEB）

10. 坂本快郎「診療科を超えたがん患者さんの受け皿に―総合腫瘍外来の開始」未来連携フォーラム WEEK
2021 2021年12月（WEB）

11. 田中秀幸「ロボット手術―消化器がん編―」未来連携フォーラムWEEK	2021	2021年12月（WEB）

12. 松山圭矢「がんの放射線治療―全身のがん治療から緩和治療まで―」未来連携フォーラムWEEK	2021 2021年12
月（WEB）

13. 金光敬一郎，窪	文彦「診断時から動き出す―高度急性期病院における緩和ケアの役割―」未来連携フォーラム
WEEK	2021 2021年12月（WEB）

14. 金光敬一郎，小田尚伸，森北辰馬，坂本快郎，松山圭矢「〈セッション〉地域に必要とされる集学的ながん診療と
は？」未来連携フォーラムWEEK	2021 2021年12月（WEB）

15. 小田尚伸「がんの個性に合わせた治療方針の道しるべ～がんゲノム医療の最前線～」未来連携フォーラムWEEK
2021 2021年12月（WEB）
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16. 小田尚伸「がんゲノム医療/個別化医療による適用外使用について」東京海上日動あんしん生命保険新がん保険発
売記念特別セミナー 2022年1月（WEB）

17. 坂本快郎「がん診療拠点病院について」東京海上日動あんしん生命保険新がん保険発売記念特別セミナー 2022年
1月（WEB）

18. 小田尚伸「がんゲノム医療って何？～がん治療の個別化がすすむ時代～」2021年度第4回熊本元気塾	2022年2月
（熊本市）

19. 小田尚伸「がんゲノム医療」武田薬品社内勉強会 2022年3月（WEB）

【座長・司会等】

1. 森北辰馬　熊本県の腫瘍内科領域を考えるWeb	Seminar	卵巣癌の化学療法 2021年7月（熊本WEB）

2. 小田尚伸　熊本県南部エリアirAEマネジメントWEBセミナー 2021年7月（熊本WEB）

3. 小田尚伸　皮膚障害対策WEB	seminar	in	kumamoto 2021年8月（熊本WEB）

4. 小田尚伸　大腸癌ゲノム医療講演会 2021年11月（熊本WEB）

5. 金光敬一郎　ジクトルテープ75mg発売1周年記念Web講演会in熊本 	2022年2月（WEB）

【その他】

1. 坂本快郎「総合腫瘍外来について」地域医療支援運営委員会 2022年2月（WEB）

2. 金光敬一郎	特別講義「がんと緩和ケア」尚絅大学生活科学部 2021年10月

3. テレビ出演「集学的がん診療センターについて」KKT ！医療ナビ	Dr.テレビたん 2022年1月

ロボット低侵襲手術センター

【学会】

1. 岩谷和法，吉岡正一，松石健太郎「当院における前縦隔腫瘍に対するロボット支援下手術の初期成績」第121回日本
外科学会定期学術集会 2021年4月（千葉WEB）

2. 吉岡正一，岩谷和法，松石健太郎「左上葉切除術におけるRATSとVATSの術式比較と、RATSにおける気管支穿孔
処理後の肺動脈上幹処理の実際」第38回日本呼吸器外科学会学術集会〈パネルディスカッション〉 2021年5月（長
崎WEB）

3. 吉岡正一，岩谷和法，隈元清仁「90歳以上の超高齢者肺癌に対するロボット支援胸腔鏡下肺葉切除術の2例」第62
回日本肺癌学会学術集会 2021年11月（横浜）

4. 吉岡正一，岩谷和法，隈元清仁「胸腔鏡下手術との利益差およびROIから考察したロボット肺癌手術の経済効果に
ついて」第74回日本胸部外科学会定期学術集会〈ワークショップ〉 2021年11月（東京WEB）

5. 岩谷和法，隈元清仁，吉岡正一「当院における前縦隔腫瘍に対するロボット支援下手術と胸腔鏡下手術の比較」第
74回日本胸部外科学会定期学術集会 2021年11月（東京WEB）

6. 吉岡正一，岩谷和法，隈元清仁「RATS肺癌手術におけるscissorsの有用性について」第34回日本内視鏡外科学会
総会 2021年12月（神戸WEB）

7. 田中秀幸，髙橋英徳，坂本快郎「当院におけるロボット支援下幽門側胃切除手術（RDG）導入後約3年の短期成績」
第34回日本内視鏡外科学会総会 2021年12月（神戸WEB）

8. 田中秀幸，坂本快郎，髙橋英徳，菅	守隆「ロボット支援幽門側胃切除術（RDG）の当日入院パス導入を可能にした周
術期外来専門チーム（PERIO）」第14回日本ロボット外科学会学術集会 2022年2月（WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 田中秀幸「ロボット胃切除導入後３年の短期成績と手術手技」Connect	with	Robotic	Surgeons	in	Kyusyu	―Da
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Vinci	手術のNext	Stage― 2021年4月（博多WEB）

2. 坂本快郎「ロボット支援下直腸切除術」CTC・da	Vinciに関するオンライン講演会 2021年6月（WEB）

3. 田中秀幸「ロボット手術―消化器がん編―」未来連携フォーラムWEEK	2021 2021年12月（WEB）

4. 渡邊紳一郎「ロボット手術のお話パート01	～前立腺の病気～」もりの都健康プロジェクト 特設セミナーvol.	5 2022
年3月（熊本WEB）

予防医療センター

【原著論文】

1. 松井さくら，満崎克彦，坂本	崇，松田勝彦「大腸CTにおける腸管外所見の検出」日本CT検診学会誌;	2021年.	28(2):
3-8

【著書・総説】

1. 満崎克彦，福永久美，野村美緒子，坂本祐二，菅	守隆「大腸がん検診における画像診断の役割と可能性」日本消化器
がん検診学会誌;	2021年.	59(6):	509-523

2. 満崎克彦，福永久美，野村美緒子，村岡正武，宮崎勇次，井上悦子，津野田陽子，高尾祐治，坂本祐二，田中信幸，菅	守隆
「大腸CTの現状と将来展望」日本人間ドック学会誌;	2021年.	36(1):	7-18

3. 鈴木雅裕（あかつきクリニック），奥村真紀，杉澤浩一，満崎克彦，石川	勉，村松幸男「【腹部CT検査のテクニック】大
腸CTにおける造影技術向上に向けたアクションの検討」Rad	Fan;	2021年.	19(8):	69-72

4. 田口紋子「当センター腹部超音波検査における膵病変検出能の推移」熊本医学検査;	2022年(11):	2

【学会】

1. 松井さくら，満崎克彦，坂本	崇，松田勝彦「大腸CTにおける腸管外所見の検出」第19回日本消化管CT技術学会学
術集会 2021年6月（WEB）

2. 満崎克彦「大腸がん検診における大腸CTの現状と展望」第28・29回日本がん検診・診断総会〈パネルディスカッ
ション低線量CTによって開かれる検診新時代〉 2021年9月（WEB）

3. 満崎克彦「人間ドックにおける大腸CTの現状と将来展望」第62回日本人間ドック学会学術大会 2021年9月
（WEB）

4. 満崎克彦「大腸がん検診における大腸CTの現状と展望―始めよう！大腸CT検査―」日本総合健診医学会第50回
大会〈ランチョンセミナー〉 2022年1月（WEB）

5. 満崎克彦「胃内視鏡検診で発見された除菌後胃癌の検討―除菌後短期発見胃癌と長期発見胃癌の比較―」第50回
日本消化器がん検診学会九州地方会	2021年9月（WEB）

6. 満崎克彦「人間ドック大腸内視鏡検査で発見されたPCCRCの一例」第50回日本消化器がん検診学会九州地方
会 2021年9月（WEB）

7. 吉田かおり，増田美穂子，麻生奈央子，大原未希子，坂本祐二，満崎克彦，工藤康一，吉田健一，神尾多喜浩「健診の腹
部超音波検査で発見された低異型度虫垂粘液性腫瘍の一例」第50回日本消化器がん検診学会九州地方会 2021年9
月（WEB）

8. 池田莉奈「検査室におけるコロナ感染対策」第53回熊本県医学検査学会〈パネルディスカッション〉 2021年10月
（WEB）

9. 野村朋美，田口紋子，坂本	瞳，財津佳澄，木本真美，増田美穂子，吉田かおり，麻生奈央子，村上	光，大原未希子，坂本祐
二，工藤康一「人間ドックを契機に発見された浸潤性膵管癌の一例」第53回熊本県医学検査学会 2021年10月

（WEB）
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【勉強会・セミナー】

1. 満崎克彦「症例検討会」第46回熊本胃画像診断勉強会	2021年5月（熊本）

2. 満崎克彦「大腸CTの読影Pitfall」日本CT検診学会夏期セミナー2021 2021年7月（WEB）

3. 満崎克彦「症例検討会	粘膜判定・カテゴリー判定トレーニング」第6回胃がん専門技師研修会 2021年10月（WEB）

4. 満崎克彦「症例検討会	粘膜判定・カテゴリー判定トレーニング	胃Ｘ線検診におけるカテゴリー判定―症例検討を
中心に―」令和3年度福岡胃がん検診X線撮影従事者講習会 2022年2月（福岡WEB）

5. 満崎克彦「胃内視鏡検診の現状―除菌後胃癌と未感染胃癌の特徴―」令和3年度胃がん検診従事者指導講習
会 2022年3月（熊本）

【その他】

1. 森	香織	講師「糖尿病予防セミナー」エミナース 2021年10月

2. 監修「コンビニ食の“賢い”選び方」週刊東洋経済 2021年2月

外来部

【学会】

1. 白井純宏，園田幸生，副島一晃，町田二郎【最優秀演題賞（一般演題）】「チームで取り組む術前リスク評価」第65回日
本透析医学会学術集会総会 2020年11月（WEB）

【その他】

1. インタビュー「周術期リスクの低減を図る周術期外来専門チーム」メディカルネットFOCUS（アステラス製薬株
式会社） 2021年8月

2. インタビュー「独自の周術期管理外来「PERIO」を創設、多職種の効果的介入で急変リスクを低減」れんけい最前
線（第一三共株式会社） 2021年4月

包括診療科

【著書・総説】

1. 園田幸生，森田絵茉「急性期病院におけるケアミックス化の意義と課題」病院;	2021年.	80(10):	858-863

【学会】

1. 園田幸生「病院総合医による病棟薬剤師の働き方改革～不眠・せん妄への多職種協働アプローチ～」第31回日本医
療薬学会年会〈メディカルセミナー〉 2021年10月（WEB）

2. 園田幸生「整形外科病棟における多職種協働のチーム医療～病院総合医による働き方改革～」第11回日本整形外
科勤務医会山形支部会学術講演会 2022年1月（WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 園田幸生「病院総合医によるNew	Normalな働き方への挑戦」九州・沖縄医療WEBセミナー 2021年5月（WEB）

2. 指田由紀子「子育て世代の働き方改革」九州・沖縄医療WEBセミナー	2021年5月（WEB）

3. 園田幸生「病院総合医の役割と働き方改革」包括診療Webinar 2021年6月（WEB）

4. 星乃明彦「病院横断的な血糖管理と病院総合医の働き方」中外オンラインセミナー 2021年9月（WEB）

5. 園田幸生「医師の働き方改革～病院総合医の育成～」神戸百年記念病院講演 2021年11月（WEB）

6. 園田幸生「医師の高齢化と働き方改革～病院総合医の未来～」済生会みすみ病院講演会 2021年11月（WEB）
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7. 園田幸生「フロアマネジメントによる医療の質向上と医療安全管理」令和3年度九州・沖縄地区医療安全に関する
ワークショップ 2021年11月（WEB）

8. 園田幸生「病院総合医による医療の質向上を目指した医療安全管理」日本病院会医療安全管理者講習会 2021年12
月（WEB）

臨床工学部

【著書・総説】

1. 管田	塁「集中治療における臨床工学技士としての望む姿と望まれる姿」日本臨床工学会学会誌;	2021年.	73:	61

2. 管田	塁「COVID-19重症患者治療におけるパス作成と運用の工夫」日本クリニカルパス学会誌;	2021年.	24(1):	47-50

3. 笠野靖代「［体外循環と補助循環の基礎と臨床］人工心肺による体外循環の臨床」Clinical	Engineering;	2021年 .
32(6):	431-443

4. 西中	巧「BIツールとETLツールを用いたクリニカルパスデータ分析プロセスを改善する試み」日本クリニカルパ
ス学会誌;	2022年.	24(1):	17-23

5. 岩﨑麻里絵「当院の体外循環温度管理と「メラ冷温水槽HHC-300オートモード」の有用性」ユーザー集;	2022年

【学会】

1. 堺	美郎「CIEDs外来の実情と未来」第31回日本臨床工学会 2021年5月（熊本WEB）

2. 笠野靖代「当院における麻酔補助業務の現状と今後の展望」第31回日本臨床工学会 2021年5月（熊本WEB）

3. 杉田奎輔，堺	美郎，米村友秀，奥村	謙，古山准二郎「当院における左脚領域ペーシング症例およびヒス束ペーシング
との比較の報告」第31回日本臨床工学会 2021年5月（熊本WEB）

4. 堺	美郎「CIEDS外来業務におけるタスクシフト・タスクシェア―当院の現状より考察―」第67回日本不整脈心電
学会学術大会〈シンポジウム植込みデバイス関連業務における、医師からの業務タスクシフトを考える〉 2021年7
月（WEB）

5. 秋好裕美「〈シンポジウム災害時の不整脈に備えたチーム医療〉」第67回日本不整脈心電学会学術大会 2021年7月
（WEB）

6. 荒木康幸「体外循環回路問題への対処	体外循環技士の立場から」日本心臓血管麻酔学会第26回大会〈3学会合同
CVSAP	体外循環回路の諸問題〉 2021年10月（WEB）

7. 髙宗伸次「データ統合ツールを用いた体外循環症例登録の効率化とフィードバックの活用」第46回日本体外循環
技術医学会大会〈ワークショップ体外循環症例登録の現状と課題〉	2021年10月（WEB）

8. 笠野靖代「当院での脳分離体外循環と回路の変遷」第46回日本体外循環技術医学会大会〈基礎セッション大血管―
脳保護―〉 2021年10月（WEB）

9. 笠野靖代「体外循環中のFFP投与に関する評価」第46回日本体外循環技術医学会大会 2021年10月（WEB）

10. 岩﨑麻里絵，笠野靖代，荒木康幸，鵜木	崇「当院における心原性ショックにおけるImpella・ECPELLA管理の戦略」
第46回日本体外循環技術医学会大会〈シンポジウム	IMPELLA	の登場で補助循環はどう変わったか〉 2021年10月

（WEB）

11. 堺	美郎「私の“業務実践”―こんなこと考えてます―カテーテルアブレーションにおけるポイント」ARIA2021〈熱
血教室	エキスパートに習うカテーテルアブレーション〉 2021年11月（福岡WEB）

12. 管田	塁「COVID-19重症患者治療におけるパス作成と運用の工夫」第21回日本クリニカルパス学会学術集会〈特別
企画	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）治療計画―当院ではこうしている―〉 2021年11月（山形WEB）

13. 堺	美郎「ペースメーカ（IPG）予測電池寿命（BL）の過大評価を疑った症例の検討」第14回植込みデバイス関連冬季
大会 2022年2月（WEB）
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14. 堺	美郎「2021年度植込み型心臓デバイス認定士制度の報告」第14回植込みデバイス関連冬季大会〈セッション	学
会認定「植込み型心臓デバイス認定士」を積極的に臨床活用する―認定士を活用した新たな患者サービスの創出
―〉 2022年2月（WEB）

15. 堺	美郎「セッション	見てみたい！隣のCIEDs関連マニュアル」第14回植込みデバイス関連冬季大会 2022年2月
（WEB）

16. 阿南博之，吉田	豊，奥野敏行，木村亜由美，荒木康幸，副島一晃「COVID-19の感染拡大により露呈した当院バスキュ
ラーアクセス管理の問題点」第1回日本インターベンショナルネフロロジー学会学術集会 2022年2月（WEB）

17. 外口敬作「ARDS を合併する心原性ショックに対し VAV	ECPELLA 管理とするも ECPELLA による total
biventricular	unloadingが奏功した一例」第86回日本循環器学会学術集会 2022年3月（WEB）

18. 吉岡元気「ECPELLA管理におけるオキシメトリを用いたmixing	zoneの推定」第49回日本集中治療医学会学術集
会 2022年3月（WEB）

19. 管田	塁，荒木康幸，鵜木	崇，小妻幸男「COVID-19重症患者におけるクリニカルパス作成の取り組みとその評価」
第49回日本集中治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

20. 吉永修平「IMPELLA	CP	SMART	ASSISTによる位置波形（推定左室内圧）の精度に対する検討」第49回日本集中
治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

21. 西中	巧，管田	塁，外口敬作，澤村匡史，内田裕子，荒木康幸「熊本地震の経験を踏まえ見えてきた今後の課題」第49
回日本集中治療医学会学術集会〈パネルディスカッションICUにおける災害対応に対する臨床工学技士の関
り〉 2022年3月（WEB）

22. 奥野敏行「〈技術講習会〉白血球細胞除去療法～GMAを中心に～」第27回日本アフェレシス学会九州地方会	2021
年4月（北九州WEB）

23. 堺	美郎【最優秀演題賞】「周期依存性ペーシング閾値変動を認めたCRT-D植込み症例の報告」第1回日本不整脈心
電学会九州・沖縄支部地方会 2021年4月（WEB）

24. 秋好裕美，黒﨑亮輔，米村友秀，堺	美郎，劔	卓夫，古山准二郎，奥村	謙「CRT-D搭載のHeart	Logicにて心不全増悪を
観察可能であった1症例」第1回日本不整脈心電学会九州・沖縄支部地方会 2021年4月（WEB）

25. 吉田	豊「AKIに対するCHDF～PMMA膜を選択する理由～」第11回中四国臨床工学会	2021年10月（WEB）

26. 木村亜由美「エコー下穿刺」熊本県臨床工学技士会	第5回Y･ボードセミナー 2021年12月（熊本WEB）

27. 荒木康幸「タスクシフト＆シェアで変化する手術室領域業務の展望」山口県臨床工学技士会第3回循環器セミ
ナー 2022年1月（WEB）

28. 髙宗伸次「施設業務紹介	スコピスト業務」第16回九州・沖縄臨床工学会 2022年1月（WEB）

29. 笠野靖代「意外と面白くて役に立つ？人工心肺のマメ知識」第139回熊本麻酔学会 2022年1月（熊本）

30. 笠野靖代「当院のMICS体外循環について」第46回日本体外循環技術医学会九州地方会大会〈シンポジウム	MICS
の体外循環～経験から見えたもの～〉 2021年6月（WEB）

31. 岩﨑麻里絵，笠野靖代，荒木康幸，鵜木	崇「当院におけるECPELLA（Impella	併用	ECMO）管理の現状と工夫」第46
回日本体外循環技術医学会九州地方会大会	2021年6月（WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 岩﨑麻里絵，笠野靖代，荒木康幸，鵜木	崇「当院におけるImpella・ECPELLAストラテジー」第27回日本体外循環
技術医学会九州地方会秋季セミナー 2021年11月（WEB）

2. 下津弘玲士，吉田	豊，奥野敏行，荒木康幸，副島一晃【優秀演題】「透析患者に対するL-カルニチン投与効果について
の検討」第53回九州人工透析研究会総会 2021年11月（宮崎WEB）

3. 津留尚之，吉田	豊，奥野敏行，阿南博之，荒木康幸，副島一晃「透析液ブドウ糖（Glu）濃度測定方法の検討」第53回九
州人工透析研究会総会 2021年11月（宮崎）

4. 一村信太朗「CPAP遠隔モニタリングを活用した当院の取り組みについて」第22回熊本睡眠呼吸障害研究会 2021
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年12月（熊本WEB）

5. 奥野敏行「ダイアライザーの構造と役割」鹿児島県臨床工学技士会透析関連新人教育セミナー 2021年 10月
（WEB）

6. 吉田	豊「透析アミロイド症に対する治療戦略」透析アミロイド症講演in大分 2021年10月（WEB）

7. 吉田	豊「それぞれの腎代替療法の最前線　HD部門」第94回大阪透析研究会 2021年3月（大阪WEB）

8. 吉田	豊「AKI に対する CHDF～PMMA 膜を選択する理由～」急性血液浄化療法 web セミナー 2021 年 8 月
（WEB）

9. 荒木康幸「初心者の補助循環（ECMO）の導入と管理ポイント」人吉医療センター勉強会 2021年4月（人吉）

10. 笠野靖代「麻酔補助業務の導入過程と実際」第12回手術室臨床工学技士（OR-CET）情報交換会〈パネルディスカッ
ション臨床工学技士における麻酔補助とスコープオペレーター業務について〉 2022年3月（WEB）

11. 管田	塁「COVID-19パス作成」129回院内パス大会 2021年8月（熊本）

12. 岩﨑麻里絵「当院におけるImpella・Ecpella」東京大学病院勉強会 2022年1月（WEB）

13. 管田	塁「BOMの実際」日本クリニカルパス学会パス講座 2021年12月（熊本）

14. 管田	塁「データ収集・クレンジング・可視化」日本クリニカルパス学会パス講座 2022年3月（熊本）

15. 荒木康幸「組織内におけるCEの業務拡大と信頼の構築」日本臨床工学技士会キャリアアップ研修会 2021年度e
ラーニング（WEB）

【座長・司会等】

1. 荒木康幸　第31回日本臨床工学会	パネルディスカッション法令改正が臨床工学技士の各業務をどう変えるか	～
創造する新たな業務展開～ 2021年5月（熊本WEB）

2. 荒木康幸　第31回日本臨床工学会	出血を制する者はECMOを制する 2021年5月（熊本WEB）

3. 吉田	豊　第31回日本臨床工学会	CARTの濾過膜目詰まりを自動回避し大量腹水処理が可能なプラソートμの使
用経験 2021年5月（熊本WEB）

4. 管田	塁　第31回日本臨床工学会	集中治療における臨床工学技士としての望む姿と望まれる姿 2021年5月（熊本
WEB）

5. 堺	美郎　日本不整脈心電学会	カテーテルアブレーション関連秋季大会2021	カテーテルアブレーションビデオラ
イブ 2021年9月（WEB）

6. 堺	美郎　第14回植込みデバイス関連冬季大会	メディカルプロフェッショナル	一般演題 2022年2月（WEB）

7. 荒木康幸　第86回日本循環器学会学術集会	チーム医療一般演題心不全3	2022年3月（WEB）

8. 堺	美郎　第1回日本不整脈心電学会九州・沖縄支部地方会	メディカルプロフェッショナル一般演題 2021年4月
（WEB）

9. 笠野靖代　第20回OneCE内視鏡Webセミナー〈内視鏡外科手術業務〉 2021年11月（WEB）

中央放射線部

【原著論文】

1. 山田耕一郎，井上淑博，森	猛，満崎克彦，野村美穂子，福永久美，坂本祐二，菅	守隆	他「胃X線検診における診療放射
線技師による読影補助の有用性」日本消化器がん検診学会雑誌;	2021年.	59(3):	217-226

【著書・総説】

1. 吉岡正一（監修），重松良典，沖川隆志，奥村秀一郎	他（編集）「どう撮り，何を作成する？手術支援に役立つ3次元CT
画像」どう撮り，何を作成する？手術支援に役立つ3次元CT画像	メジカルビュー;	2021年



研 究 実 績

2. 井上淑博「3検出器ガンマカメラを用いた心臓核医学検査の実際―低投与201Tl心筋血流シンチグラフィーの有用
性―」医学雑誌INNERVISION;	2021年.	36(4):	68

3. 德永真彦「距踵関節　補助具を用いた撮影法」熊本放射線;	2021年.	251:	6

【学会】

1. 丸野達也，有村大喜「Novel	Body	Fat	Percentage	Calculating	Method	Using	CT	Images	Only」第77回日本放射
線技術学会総会学術大会	2021年4月（WEB）

2. 本田美貴，上口秋彦，大野	剛「放射線治療計画における逐次近似応用再構成法の有用性」第49回日本放射線技術学
会秋季学術大会	2021年10月（熊本WEB）

3. 犬童大貴，奥村秀一郎，有村大喜，氏原晋太郎，塚本靖峻，米須大樹「年間勤務表の自動作成による業務効率化」第37
回日本放射線技師学術大会 2021年11月（東京WEB）

4. 太田	雄「MRIの再考	～MRIの変遷と最新技術～」第16回九州放射線医療技術学術大会〈シンポジウム放射線技術
のさいこう	～過去から学び,	次の世代へつなげる〉 2021年12月（佐賀）

5. 枦山博幸，沖川隆志「個人ファイル管理のデジタル化移行による生産性向上に向けた中央放射線部の取り組み」第
74回済生会学会 2022年2月（神戸WEB）

6. 氏原晋太郎「年間勤務表の自動作成を目指したプログラミング学習と自動手法の作成」第74回済生会学会 2022
年2月（神戸WEB）

7. 丸野達也，德永真彦，岡本直華，犬童大貴「勤務管理ツールを用いた人員配置効率化の取組み」第74回済生会学
会 2022年2月（神戸WEB）

8. 市岡大輔「当院における骨シンチグラフィSPECT収集条件の最適化」第35回日本核医学技術学会九州地方
会 2021年7月（WEB）

9. 岩永拓己「MIBGファントムを用いたSymbia	EとGCA-9300Rより得られるH/M比の比較およびsmart	MIBGの
有用性の評価」第35回日本核医学技術学会九州地方会 2021年7月（WEB）

10. 井上淑博「核医学における技師がおこなうべき画像所見の注意点と追加撮影～技師の一次読影補助、施設内の取り
決め、教育研修体制など～」第3回九州核医学コミニュティー 2021年12月（WEB）

11. 奥村秀一郎，國徳裕二，加藤清彦，上塚	翼「3D画像とチーム医療による麻酔科領域への貢献」第140回熊本麻酔学
会 2022年1月（熊本WEB）

12. 丸野達也「第105回北米放射線学会（RSNA	Certificate	of	Merit	受賞報告）」第19回熊本県放射線技師会学術大
会 2021年8月（熊本）

【勉強会・セミナー】

1. 丸野達也「RSNA2019	certificate	of	merit	受賞記念講演「CT	Imaging	of	the	Tendon	with	Model-based	Iterative
Reconstruction:	Can	it	be	Completely	Visualized?」」第11回九州CT研究会 2021年5月（WEB）

2. 奥村秀一郎「細血管を炙り出す」第23回福岡CTコア研究会 2021年6月（WEB）

3. 丸野達也「腱を描出するための３つのポイント」第37回熊本CT研究会	2021年7月（WEB）

4. 高本聖也「当院の被ばく線量管理の現状と今後」第14回熊本核医学技術研究会 2021年8月（WEB）

5. 丸野達也「感染講義」熊本県放射線技師会フレッシャーズセミナー 2021年9月（熊本）

6. 高本聖也「神経内分泌腫瘍に対するルタテラ静注治療に関して」第132回キャンサーボード専門部会 2022年3月
（当院）

7. 太田	雄「当院における急性期脳梗塞のMRI検査」第78回九州循環器撮影研究会 2022年3月（WEB）

8. 德永真彦「今までより専門性の高い手術支援画像を作成するための“コツ”～胃切除術を中心に～」令和3年度熊
本県放射線技師会南部地区研修会 2022年3月（WEB）



研 究 実 績

【座長・司会等】

1. 井上淑博　第49回日本放射線技術学会秋季学術大会〈核医学（SPECT・Planar,	PET）機材・薬剤, 業務改善〉 2021年
10月（熊本WEB）

2. 沖川隆志　第 49 回日本放射線技術学会秋季学術大会〈ランチョンセミナー広がるキャノン CT/MRI の可能
性〉 2021年10月（熊本WEB）

3. 沖川隆志　第37回日本診療放射線技師学術大会〈ランチョンセミナー「臨床への還元を意識したMRI技術」～富
士フイルムヘルスケアからのご提案～〉 2021年11月（東京WEB）

4. 奥村秀一郎　令和3年度熊本県放射線技師会南部地区研修会 2021年5月（WEB）

5. 德永真彦　第19回熊本県放射線技師会学術大会〈RSNA2019	certificate	of	merit	受賞記念講演〉 2021年5月（熊本）

6. 井上淑博　第13回熊本核医学技術研究会〈認知症診療における脳血流SPECT検査〉 2021年5月（WEB）

7. 井上淑博　第14回熊本核医学技術研究会〈オンラインでディスカッション“核医学部門における線量管理・記録ど
うしてる？ ”リアルタイムに情報交換〉 2021年8月（WEB）

8. 奥村秀一郎　Kyushu	Multi	Slice	CT	Users	Meeting	ONLINE	キヤノンCT最新情報提供〉 2021年10月（WEB）

9. 奥村秀一郎　第38回熊本CT研究会 2022年2月（WEB）

【その他】

1. 沖川隆志	講師「基礎医学」東海大学医療福祉工学科 2021年4月

2. 沖川隆志	講師「医療コミュニケーション学」帝京大学診療放射線学科 2021年6月

中央検査部

【原著論文】

1. 杉谷拓海「細胞診上神経内分泌腫瘍との鑑別を要した低悪性度胎児型腺癌の１例」日本臨床細胞学会九州連合会
雑誌;	2021年.	52:	19-22

2. 大倉航平「早期胃癌およびMenetrier病様巨大皺襞症を併発した若年性ポリポーシス症候群の1例」診断病理;
2021年.	38(2):	168-175

3. 大倉航平「早期食道胃接合部腺癌によりpulmonary	tumor	thrombotic	microangiopathyおよび癌性リンパ管症を
きたした1剖検例」診断病理;	2021年.	38(2):	181-188

4. 田中一仁「脳血管に浸潤し脳出血をきたしたCD5陽性びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫の剖検例」診断病理;	2022
年.	39(2):	62-69

【学会】

1. 富田文子「大動脈原性脳塞栓症と大動脈プラークエコー所見」一般社団法人日本心エコー図学会第32回学術集会
〈教育セッションめざせ!名探偵エコー技師	塞栓源を探せ!!〉 2021年4月（WEB）

2. 衛藤彩花「腹膜播種を契機に発見された両側浸潤性小葉癌の１例」第46回日本超音波検査学会学術集会 2021年5
月（WEB）

3. 富田文子「生理検査における報告書の付加価値	～利活用を中心に～」第70回日本医学検査学会〈ジョイントシン
ポジウム報告書の付加価値と問題点〉 2021年5月（WEB）

4. 松岡拓也「心嚢液中に出現した尿路上皮癌の１例」第70回日本医学検査学会	2021年5月（WEB）

5. 佐々木惠亮「超音波検査で診断できた側頭動脈炎を合併したリウマチ性多発筋痛症の１例」第70回日本医学検査
学会 2021年5月（WEB）

6. 富田文子「深部静脈血栓形態と肺血栓塞栓症の評価」日本超音波医学会第94回学術集〈パネルディスカッション血
管3	静脈血栓症へのアプローチ：診断から治療まで〉 2021年5月（神戸WEB）



研 究 実 績

7. 赤星佑喜「当院での「肝炎ウイルス検査初回陽性患者対応」運用開始までの歩み」第71回日本病院学会 2021年6
月（WEB）

8. 上島さやか「当院におけるCOVID-19検査体制の運用構築」第62回全日本病院学会	2021年8月（WEB）

9. 甲斐美紗樹「胃に発生したグロムス腫瘍の１例」第53回熊本県医学検査学会 2021年10月（WEB）

10. 岩永祐季「簡易遺伝子検査の特徴と精度管理―当院での運用について―」第53回熊本県医学検査学会 2021年10
月（WEB）

11. 丸塚洋基「当院の輸血実施観察記録の取り組みについて」第53回熊本県医学検査学会 2021年10月（WEB）

12. 森口美由紀「当院におけるLAMP法を用いたSARS-CoV-2検査の現状」第53回熊本県医学検査学会 2021年10月
（WEB）

13. 宮本亜紀「ホルター心電図防水型電極と非防水型電極の検討」第53回熊本県医学検査学会 2021年10月（WEB）

14. 渡邊浩幸「当院における心電図パニック値報告精度向上のための試み」第53回熊本県医学検査学会 2021年10月
（WEB）

15. 赤星佑喜「当院での肝炎ウイルス検査初回陽性患者対応について」第53回熊本県医学検査学会 2021年10月
（WEB）

16. 福重翔太「オンライン多施設共同心エコーミーティングによる心エコー検査標準化の試み」日本超音波医学会第
31回九州地方会学術集会 2021年10月（WEB）

17. 松岡拓也「AX-4061を利用したイクトテスト省略化の検討」2021年度日臨技九州支部医学検査学会（第55回） 2021
年11月（WEB）

18. 大中美香「海外滞在歴のある患者よりOXA-181型βラクタマーゼ産生菌を検出した1例」2021年度日臨技九州支
部医学検査学会（第55回） 2021年11月（WEB）

19. 竹内房子「Implantable	Loop	Recorder	植込み患者のR-R延長イベントの１例～イベントを遠隔モニタリングシス
テムで確認できなかった事例～」2021年度日臨技九州支部医学検査学会（第55回） 2021年11月（WEB）

20. 古賀	恵「カテーテルアブレーションを契機に発覚した下大静脈欠損症の１例」2021年度日臨技九州支部医学検査
学会（第55回） 2021年11月（WEB）

21. 木下史暁「神経内分泌腫瘍（カルチノイド）との鑑別を要した２症例」第37回熊本県臨床細胞学会学術集会 2022
年2月（熊本WEB）

22. 杉谷拓海「スライドカンファレンス出題（低悪性度胎児型腺癌）」第37回熊本県臨床細胞学会学術集会 2022年2月
（熊本WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 八尋真希子「末梢血液像の見方と考え方」熊本県臨床検査技師会血液部門研修会 2021年6月（熊本WEB）

2. 田中一仁「低悪性度胎児型肺腺癌の１例」第382回九州・沖縄スライドコンファレンス 2021年7月（WEB）

3. 上島さやか「SARS-CoV-2各検査法の特徴と使い分けについて」SARS-CoV-2検査	Up	To	Date 2021年7月（WEB）

4. 赤星佑喜「肝疾患コーディネーターの活動について」第８回熊本県精度保証研修会 2021年8月（熊本WEB）

5. 松岡拓也「尿沈渣で中皮細胞を疑ったら～確認することと検査提案～」2021年度第2回臨床一般部門Web研修会
（中四国） 2021年9月（WEB）

6. 富田文子「システムを活用した生理検査室の業務改善と技師のレベルアップ」FUJIFILM	MEDICAL	WEBINAR
2021 2021年9月（WEB）

7. 丸塚洋基「検査技師５年目にして思うこと」日臨技九州支部卒後教育研修会	第19回輸血検査研修会 2021年10月
（WEB）

8. 近藤妙子「知っておきたい穿刺液検査の基礎知識（髄液・体腔液・関節液）」熊本県臨床一般部門月例会 2021年10
月（熊本WEB）



研 究 実 績

9. 當麻康弘「腹部超音波例検討会「膵疾患」」熊本県臨床生理部門研究班	2021年10月（熊本WEB）

10. 田中一仁「副腎皮質癌，粘液亜型の1例」第384回九州・沖縄スライドコンファレンス 2021年11月（WEB）

11. 中川美弥「副腎皮質癌」熊本県臨床検査技師会	病理細胞部門研修会	2021年11月（熊本WEB）

12. 赤星佑喜「当院での肝炎ウイルス検査初回陽性患者対応について」第2回肝炎合同カンファレンス	in
Miyazaki 2021年11月（宮崎WEB）

13. 木下史暁「2021年度染色サーベイ」熊本県臨床検査技師会	病理細胞部門研修会 2022年1月（熊本WEB）

14. 上島さやか	総評「2021年度熊本県精度管理調査」2021年度熊本県精度管理報告会 2022年2月（熊本WEB）

15. 近藤妙子	解説「臨床一般部門解析報告	尿沈渣フォトサーベイ」2021年度熊本県精度管理報告会 2022年2月（熊本
WEB）

16. 赤星佑喜「当院での肝炎ウイルス検査初回陽性患者対応について」感染症対策加算講演会 2022年 2月（熊本
WEB）

17. 赤星佑喜「済生会熊本病院での肝炎検査初回陽性患者対応について」令和3年度宮崎県肝炎医療コーディネーター
キャリアアップ研修会 2022年2月（WEB）

【その他】

1. 中川美弥，田上圭二，木下史暁	講師「細胞検査士資格試験対策」熊本保健科学大学 2021年10月

2. 福重翔太「抗がん剤治療における心毒性の評価法　～Vivid	Ｅ95	cSound	プラットフォームを活用して」Clinical
information（GEヘルスケア） 2022年1月

リハビリテーション部

【原著論文】

1. 日髙	淳「当院クリニカルパスにおける急性期リハビリアウトカム導入の試み」日本クリニカルパス学会誌;	2021
年.	24(1):	24-30

【著書・総説】

1. 後藤啓士郎「見えていないのに見えていると主張する患者（アントン症候群）」BRAIN	NURSING（ブレインナーシ
ング）;	2021年.	37(6):	823-827

2. 後藤啓士郎「物品（道具）の使い方がわからない（使用の失行）」BRAIN	NURSING（ブレインナーシング）;	2021年 .
37(6):	795-799

3. 後藤啓士郎「column	難解な高次脳機能障害の理解に苦戦している看護師」BRAIN	NURSING（ブレインナーシン
グ）;	2021年.	37(6):	812

4. 須崎有信「その日の予定が変更になると混乱してしまう患者（常同行動・時刻表的生活）」BRAIN	NURSING（ブレ
インナーシング）;	2021年.	37(6):	857-861

5. 須崎有信「ハサミをみても名前も使い方も分からない患者（〔視覚性〕物体失認）」BRAIN	NURSING（ブレインナー
シング）;	2021年.	37(6):	802-806

6. 田端啓那「服を目の前にしてもどう着たらよいか分からない患者（着衣失行）」BRAIN	NURSING（ブレインナーシ
ング）;	2021年.	37(6):	790-794

7. 田端啓那「column	失語症により会話困難となり落ち込んでいる患者」BRAIN	NURSING（ブレインナーシング）;
2021年.	37(6):	787-788

8. 岩切夏華「物音に気を取られてリハビリに集中できない患者（注意障害）」BRAIN	NURSING（ブレインナーシン
グ）;	2021年.	37(6):	836-840

9. 岡田大輔「特別な注意を必要とする症例　周術期の心臓リハビリ」心不全の心臓リハビリテーション	U40世代の
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answer（谷口達典、村田誠、新保麻衣	編著）;	2021年:	297-306

【学会】

1. 日髙	淳，山田浩二，西岡智美，小妻幸男，坂本知浩「リハビリからみた看護記録」第21回日本クリニカルパス学会学
術集会〈シンポジウムチーム医療を推進するための記録を考える―多職種による看護記録の活用―〉 2021年11月

（山形WEB）

2. 日髙	淳，岡田大輔，山田浩二，甲斐留美子，井上常彦，鵜木	崇，澤村匡史「早期離床・リハビリテーション加算導入に
よる効果と、これからの早期離床及び多職種協業」第49回日本集中治療医学会学術集会〈シンポジウム	早期離床・
リハビリテーション加算～これまでとこれから～〉 2022年3月（WEB）

3. 日髙	淳，岡田大輔，山田浩二，甲斐留美子，鵜木	崇，一門和哉，澤村匡史「当院での重症COVID-19患者に対する早期
腹臥位療法の管理」第49回日本集中治療医学会学術集会〈シンポジウム腹臥位中の集中治療〉 2022年3月（WEB）

4. 岡田大輔，岩﨑大輔，坂井祐香里，中田大揮，日髙	淳，緒方	光，木村州作，石川陽介，兒玉和久，「急性期から回復期病
院での心臓リハビリテーションプログラムが心不全患者に及ぼす」第27回日本心臓リハビリテーション学会学術
集会 2021年6月（千葉WEB）

5. 大﨑敬之，山田浩二，長井誠也，和田	真，髙森啓史「ロバスト（健常者）群における歩行距離に注目した新たな大腸が
ん術後管理の取り組み」第58回日本リハビリテーション医学会学術集会 2021年6月（京都WEB）

6. 日髙	淳，岡田大輔，山田浩二，上杉英之「術前のフレイルは待機的ステントグラフト内挿術施行患者の在院日数及び
入院中の医療費に影響する」第62回日本老年医学会学術集会 2021年8月（WEB）

7. 大﨑敬之，山田浩二，長井誠也，和田	真，髙森啓史「ERASを基盤とした大腸がん手術のクリニカルパス改訂による
術後合併症逓減の効果」第59回日本癌治療学会学術集会 2021年10月（横浜WEB）

8. 岡田大輔，兒玉和久，角田	等，西上和宏，坂本知浩「回復期病院でのリハビリテーションがフレイルを有する高齢心
不全患者の身体機能に及ぼす影響」第86回日本循環器学会学術集会 2022年3月（WEB）

9. 岡田大輔，日髙	淳，鵜木	崇，澤村匡史「人工呼吸管理中の日中の鎮静レベルはICU退室時の身体活動能力に影響す
る」第49回日本集中治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

10. 日髙僚太，岩切夏華，ナクラ早都子，山田浩二，指田由紀子，園田幸生「当院の嚥下内視鏡検査実施基準を再考した一
症例」令和3年度熊本県言語聴覚士会学術研究会 2021年12月（WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 岡田大輔「心不全チーム診療で心リハの重要性は不変だ！」心不全地域医療連携WebSeminar 2021年6月（WEB）

2. 後藤啓士郎「高次脳機能障害概論」熊本県作業療法士会南ブロック高次脳機能障害研修会 2021年7月（熊本市
WEB）

3. 後藤啓士郎「がんの作業療法」熊本県作業療法士会南ブロック高次脳機能障害研修会 2021年7月（熊本市WEB）

4. 須崎有信「高次脳機能障害	画像の見方」熊本県作業療法士会南ブロック高次脳機能障害研修会 2021年8月（熊本
市WEB）

5. 浦川隆司「急性期でのウォークエイド症例報告」第3回ウォークエイドUsersMeeting	in熊本 2021年9月（WEB）

6. 後藤啓士郎「職業倫理および連携論（Vol.	1）」臨床実習指導者講習会 2021年11月（熊本市）

7. 浦川隆司「急性期での脳血管障害患者への理学療法士の関わりについて」熊本県理学療法士協会第5回神経領域研
修会 2021年11月（熊本市）

8. 岡田大輔「リハビリテーションの実践	理学療法士の立場から」春日部地区心不全包括ケアを考える 2021年12月
（WEB）

9. 後藤啓士郎「職業倫理および連携論（Vol.	2）」臨床実習指導者講習会 2021年12月（熊本市）

10. 岡田大輔「人工呼吸器装着中の呼吸リハビリテーション」一般社団法人熊本県臨床工学技士会「第11回	人工呼吸
器の基礎講座」 2022年2月（WEB）



研 究 実 績

【その他】

1. 石川陽介	講師「循環器疾患の理学療法」熊本保健科学大学 2021年4月

2. 藤川浩史	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年4月

3. 後藤啓士郎	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年4月

4. 後藤啓士郎	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年4月

5. 藤川浩史	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年7月

6. 藤川浩史	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年7月

7. 和田	真	講師「がんのリハビリテーション」熊本総合医療リハビリテーション学院 2021年7月

8. 後藤啓士郎	講師「がんの作業療法」熊本総合医療リハビリテーション学院 2021年7月

9. 後藤啓士郎	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年7月

10. 後藤啓士郎	講師「急性期の呼吸器疾患への作業療法」熊本総合医療リハビリテーション学院 2021年7月

11. 藤川浩史	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年8月

12. 日髙	淳	講師「急性期理学療法総論」九州中央リハビリテーション学院 2021年9月

13. 日髙	淳	講師「リスク管理（医療安全・感染予防策・救命処置）」九州中央リハビリテーション学院 2021年9月

14. 中山惠晴	講師「急性期リハビリについて（運動器リハVol.	1）」九州中央リハビリテーション学院 2021年10月

15. 中山惠晴	講師「急性期リハビリについて（運動器リハVol.	2）」九州中央リハビリテーション学院 2021年10月

16. 中山惠晴	講師「急性期リハビリについて（運動器リハVol.	3）」九州中央リハビリテーション学院 2021年10月

17. 藤川浩史	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年10月

18. 後藤啓士郎	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年
10月

19. 満山照人	講師「急性期リハビリについて（脳卒中リハVol.	1）」九州中央リハビリテーション学院 2021年10月

20. 満山照人	講師「急性期リハビリについて（脳卒中リハVol.	2）」九州中央リハビリテーション学院 2021年11月

21. 満山照人	講師「急性期リハビリについて（脳卒中リハVol.	3）」九州中央リハビリテーション学院 2021年11月

22. 藤川浩史	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年11月

23. 後藤啓士郎	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年
11月

24. 森下一樹	講師「急性期リハビリについて（呼吸リハVol.	1）」九州中央リハビリテーション学院	2021年11月

25. 森下一樹	講師「急性期リハビリについて（呼吸リハVol.	2）」九州中央リハビリテーション学院 2021年11月

26. 森下一樹	講師「急性期リハビリについて（呼吸リハVol.	3）」九州中央リハビリテーション学院 2021年12月

27. 石川陽介	講師「急性期リハビリについて（循環器リハVol.	1）」九州中央リハビリテーション学院 2021年12月

28. 藤川浩史	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年12月

29. 石川陽介	講師「急性期リハビリについて（循環器リハVol.	2）」九州中央リハビリテーション学院 2021年12月

30. 石川陽介	講師「急性期リハビリについて（循環器リハVol.	3）」九州中央リハビリテーション学院 2021年12月

31. 後藤啓士郎	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2021年
12月

32. 藤川浩史	講師「熊本刑務所内高齢受刑者の身体機能維持のためのプログラム立案と実施」熊本刑務所 2022年1月
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薬剤部

【著書・総説】

1. 豊岡一誠「循薬ドリル	第5回利尿薬はどう使う？中止の基準は？―利尿薬の特徴と使用目的を理解する」月刊薬
事;	2021年.	63(12):	2511-2519

2. 豊岡一誠，市丸直美「循薬ドリル	第6回大動脈弁狭窄症（AS）の病態評価と利尿薬の適正使用のポイントを押さえ
よう」月刊薬事;	2021年.	63(13):	2675-2685

3. 柴田啓智「腎代替療法, 血液浄化療法の薬物動態への影響	CRRTによる薬物除去やクリアランスの決定要因に基
づいた投与設計」INTENSIVIST;	2021年.	13(2):	353-358

4. 柴田啓智「CQ28:急性腎障害（AKI）に対する利尿薬の有効性は?」月刊薬事;	2021年.	63(5):	899-900

5. 佐々扶美「特集	メトホルミン」日本腎臓病薬物療法学会誌;	2021年.	10(2):	176-179

6. 佐々扶美「糖尿病治療薬、痛風・高尿酸血症治療薬、脂質異常症治療薬」改訂3版　透析患者の薬剤ポケットブック
（I&H株式会社学術研修部	平田純生	編著）メディカ出版;	2021年:	147-151

7. 山下愛子「施設の取組紹介～第12回～全ての抗がん薬にCSTD使用の経緯と振り返り」JSOPP	NEWS	LETTER
Vol.	14;	2021年

8. 甲斐	光「重症患者におけるLactobacillus	plantarumプロバイオティクスの早期かつ持続的な治療―restoration	of
gut	microflora	in	critical	illness	trial（ROCIT）（二重盲検ランダム化比較試験）」月刊薬事ジャーナルクラブの広場
3	集中治療;	2021年.	64(4):	852

【学会】

1. 守田和憲，市川洋一，山下愛子，北岡朋子，田上治美「エンザルタミドがカルシウム拮抗薬の降圧効果に及ぼす影
響」第31回日本医療薬学会年会 2021年10月（WEB）

2. 柴田啓智「〈メディカルセミナー〉シン・ケツエキガク」第31回日本医療薬学会年会 2021年10月（WEB）

3. 柴田啓智「よくわかる酸塩基平衡」第15回日本腎臓病薬物療法学会学術集会 2021年11月（WEB）

4. 柴田啓智「腎障害・腎代替療法に関するClinical	Question」第49回日本集中治療医学会学術集会〈ワークショップ
Clinical	Questionから学ぶ薬の考え方、使い方〉 2022年3月（WEB）

5. 髙野佳奈子，佐々扶美，宮川美香，田上治美「済生会熊本病院における処方介入の現状とその活用」第74回済生会学
会 2022年2月（神戸WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 柴田啓智「腎に関わる薬剤師のサステナブルを考える～腎臓の機能・評価・薬物療法～」第22回広島備北腎と薬剤
研究会 2021年9月（広島WEB）

2. 柴田啓智「シン・ヤクザイシ～これまでとこれから：病棟薬剤師が進む先には～」第10回病棟薬剤業務研修会 2021
年10月（山口WEB）

3. 柴田啓智「Innovation&Creaction～医療のVUCA：救急に挑む薬剤師の育成～」救急集中治療セミナー 2021年10
月（茨城WEB）

4. 柴田啓智「血液浄化における薬剤使用の工夫」集中治療薬剤セミナー 2022年1月（WEB）

5. 柴田啓智「腎機能評価と薬物投与設計の理論と実践～患者のために悩む仕事を日常に～」第１回腎臓病薬物療法
セミナー 2022年2月（WEB）

6. 柴田啓智「AKI深き！となれば何をする？～腎臓，おくのほそ道～」第7回神奈川県急性期薬物療法研究会 2022
年3月（WEB）

【座長・司会等】

1. 柴田啓智　第31回日本医療薬学会年会	シンポジウムwell-beingを患者に届けよう～心リハと腎薬が醸すロバスト、
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運動、栄養、そして心腎連関～ 2021年10月（WEB）

【その他】

1. 田上治美	講師「薬学概論Ⅰ」熊本大学薬学部1年次講義 2021年6月

2. 柴田啓智	講師「臨床薬理学	特定行為看護師教育課程」済生会熊本病院 2021年6月

3. 柴田啓智	講師「臨床薬理学	認定看護師教育課程（脳卒中分野）」熊本保健科学大学 2021年8月

4. 柴田啓智	テレビ出演「救急認定薬剤師」てれくま医療情報室 2021年11月

5. 柴田啓智	講師「実務実習事前学習」鈴鹿医療科学大学 2021年12月

栄養部

【学会】

1. 山口心美，土橋伽奈，榎本一実，山本あゆみ，宇治野智代，松永貴子，松尾靖人，今村治男「化学療法目的で入院した肺
癌患者の栄養管理に関する管理栄養士病棟常駐の効果検討」第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会 2021年7月

（神戸WEB）

2. 山室伊吹，岩﨑大輔，岡田大輔，山田浩二，上杉英之「待機的心臓血管外科術後の食事摂取量は術後の身体機能回復
に影響する」第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会〈パネルディスカッション重要臓器機能低下を踏まえた栄養管
理の工夫～肝・腎・心・肺機能障害に着目して～〉 2022年7月（神戸WEB）

3. 森田絵茉，今村治男，園田幸生，松尾靖人，松永貴子，宇治野智代，山本あゆみ，山室伊吹「大腿骨近位部骨折患者にお
ける下腿周囲長と栄養状態の関連性の検討」第24回・第25回日本病態栄養学会年次学術集会 2022年1月（京都）

4. 宇治野智代，山室伊吹，山本あゆみ，松永貴子，鵜木	崇，松尾靖人，今村治男「経皮的心肺補助（VA-ECMO）挿入患者
に対する早期経腸栄養の安全性の検討」第49回日本集中治療医学会学術集会 2022年3月（WEB）

5. 山室伊吹，宇治野智代，松永貴子，小嶋咲紀，木下紗世子，甲斐留美子，坂本美賀子，澤村匡史，松尾靖人，今村治男「早
期栄養介入管理加算の導入と対策」第49回日本集中治療医学会学術集会〈パネルディスカッションICUにおける早
期栄養介入管理加算をめぐる対策と問題点〉 2022年3月（WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 松永貴子「糖尿病外来患者に対する栄養食事指導の実際と今後の課題」DiaMond	Seminar	in	熊本～食事から始ま
る2型糖尿病治療～ 2022年3月（熊本WEB）

2. 榎本一実	「生活習慣病に対する食事療法について～脂質異常症、高血圧症の食事療法～」健康運動指導士・健康運動
実践指導者	登録更新認定講習会 2022年3月（熊本）

3. 松浦佳奈「生活習慣病に対する食事療法について～肥満症、糖尿病の食事療法～」健康運動指導士・健康運動実践
指導者	登録更新認定講習会 2022年3月（熊本）

4. 山室伊吹「急性期病院の栄養ケアプロセス」基礎から分かる！栄養管理プロセスオンラインセミナー 2022年9月
（熊本WEB）

【その他】

1. 松永貴子「季節を楽しむクッキング」月刊糖尿病ライフさかえ11月号 2021年11月

2. 松永貴子「令和2年度	診療報酬改定後の取り組み」全国済生会栄養士・管理栄養士会	令和3年度会報誌 2021年9月

3. 松永貴子「特集　医療の第一線で活躍する管理栄養士」シリーズ済生会の力3月号 2022年3月
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看護部

【原著論文】

1. 宮崎里美「外来心不全患者の症状と負担度―New	York	Heart	Association	心機能分類Ⅰ・Ⅱにおける比較―」日本
循環器看護学会誌;	2022年.	17(1):	47-55

【著書・総説】

1. 宮下恵里，坂本美賀子「看護の専門性の発揮につながる特定看護師の活用推進とケアの質向上を目指して」看護管
理［特定行為研修修了者の活動を支える	マネジメントと仕組みづくり］実践報告	済生会熊本病院の取り組み;	2022
年.	32(3):	196-204

2. 牛島久美子「医療の質を世界標準に高める済生会熊本病院の取り組み	JCI認証病院における安全文化の醸成」病
院安全教育;	2022年.	web

3. 増田博紀「［Q28］急性期の血糖管理方法とは？」重症集中ケア（［呼吸］［循環］［脳・神経］［栄養・代謝］ICU・病棟にお
ける重症患者のケアQ&A35）日創研出版;	2022年.	21(1):	55

【学会】

1. 増田博紀「特定行為看護師から見る！集中治療における臨床工学技士の望まれる姿」第31回日本臨床工学会〈委員
会企画パネルディスカッション〉 2021年5月（熊本WEB）

2. 宮下恵里「医療の質改善活動を継続するためのデータマネジメント」第23回日本医療マネジメント学会学術総
会 2021年7月（WEB）

3. 横田佳子，宮下恵里「A病院手術室・血管造影室の看護組織再編に伴う人材育成の成果と課題」第23回日本医療マ
ネジメント学会学術総会 2021年7月（WEB）

4. 松本沢子，宮下恵里「2020年度新人看護師教育研修と社会人基礎力自己評価調査についての取り組み」第23回日
本医療マネジメント学会学術総会 2021年7月（WEB）

5. 光田明美	宮下恵里「入院前支援によるケアの継続～ETL（Extract	Transform	Load：データ抽出機能）の活用と効
果～」第25回日本看護管理学会 2021年8月（横浜WEB）

6. 宮下恵里，村本多江子「看護職が専門性を発揮できる働き方の推進～手厚い看護職員配置を活かした質担保に向け
た活動と今後の課題～」第25回日本看護管理学会〈パネルディスカッション	持続可能な効果的かつ効率的な看護
サービス提供体制の在り方〉 2021年8月（横浜WEB）

7. 末富奈奈「検査同意書電子化の取り組み」第62回人間ドック学会学術大会 2021年9月（WEB）

8. 牛島久美子，西村摩里子，村本多江子，宮下恵里「看護師がチーム医療の推進者として専門性を発揮するためのタス
ク・シフト実現に向けた取り組み」第52回日本看護学会学術集会〈シンポジウム①〉 2021年9月（WEB）

9. 村本多江子，西村摩里子，牛島久美子，宮下恵里「看護師がチーム医療の推進者として専門性を発揮するためのタス
ク・シフト実現に向けた取り組み」第52回日本看護学会学術集会〈シンポジウム②〉 2021年11月（WEB）

10. 松森智香，高木	望，甲斐留美子，牛島久美子，松本晃太郎，村中裕之，原武義和「転倒転落アセスマントスコアの検証
とスコアシートの改訂」第16回医療の質・安全学会 2021年11月（WEB）

11. 靏	望，髙山洋平，桂	優子，坂田香織「心筋焼灼術におけるバリアンス分析―患者教育の確立を目指して―」第21回
日本クリニカルパス学会学術集会 2021年11月（山形WEB）

12. 菅野訓子，内田裕子，上野愛歩，髙山洋平，甲斐留美子「重症COVIDパス作成における感染予防を視点に置いた取り
組み」第21回日本クリニカルパス学会学術集会 2021年11月（山形WEB）

13. 坂口清美，小嶋あかり，濱	ゆかり，菅	守隆「当院における「がんの地域連携パス」導入の取り組みと課題」第21回
日本クリニカルパス学会学術集会〈シンポジウム癌の地域連携パス―なぜ軌道にのらないのか―〉 2021年11月（山
形WEB）

14. 髙山洋平「パス解析結果に基づくケア計画業務改善」第21回日本クリニカルパス学会学術集会〈特別企画	ePathプ
ロジェクトの報告と展望：看護師にもわかる情報の解釈とパスの改定―ePathプロジェクト実証施設での事例から
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―〉 2021年11月（山形WEB）

15. 山形朝子，白井純宏，守永圭吾「壊死性軟部組織感染症患者をチームで介入し治療に繋がった症例～タスクシフ
ティングを特定認定看護師が実施して～」第51回日本創傷治癒学会 2021年11月（WEB）

16. 松下明美，山形朝子，白井純宏，守永圭吾「胸腹部難治性創傷に対して多職種協働による創傷管理を行った一例」第
51回日本創傷治癒学会 2021年11月（WEB）

17. 髙宗知子，築地さなえ，白鷹雅美，松下明美，白井純宏，守永圭吾「多職種チームによる褥瘡ケアの取り組み	深達度の
深い褥瘡の難治性褥瘡患者の質向上につなげて」第51回日本創傷治癒学会 2021年11月（WEB）

18. 山口大介，井上優子，坂口美香子，林田明美，坂本美賀子「救命救急HCUにおける脳神経疾患患者のせん妄発症の現
状と課題」STROKE2022	2022年1月（大阪WEB）

19. 西田沙世，白石ゆか，鳩野あゆみ，山川美樹，右田みどり「急性期病院における脳梗塞患者の転倒の要因分析～FIM
とNIHSSを用いて～」STROKE2022 2022年1月（大阪WEB）

20. 木村美紀子，古家彩央里，伊津野	恩，森崎真美「術後合併症を予防する患者教育の質の向上を目指した取り組み	患
者報告アウトカムを活用した患者教育による行動変容」第36回日本がん看護学会学術集会 2022年2月（横浜
WEB）

21. 西山	亮，佐々木	駿，井上常彦，平江里美，髙山洋平，甲斐留美子「ICU看護師が捉えるバンドルケアにおける多職種
連携の課題「ケアに対する知識不足」の検討」第74回済生会学会 2022年2月（神戸WEB）

22. 谷口幸子，古閑衣理亜，中田圭泉，上野未央，髙山洋平，坂田香織「末梢閉塞性動脈疾患患者における炭酸泉足浴施行
による疼痛の変化～歩行距離の拡大を目指して～」第74回済生会学会	2022年2月（神戸）

23. 松野ひとみ，荒木裕子，光田明美「令和2年7月豪雨における災害支援ナースとしての病院支援活動」第27回日本災
害医学会総会・学術集会 2022年3月（広島WEB）

24. 井上常彦，内田裕子，上野愛歩，菅野訓子，髙山洋平，甲斐留美子，日髙	淳，鵜木	崇，一門和哉，澤村匡史「A病院の
COVID-19重症患者における遠隔モニタリング導入による暴露リスク低減の取り組み」第49回日本集中治療医学
会学術集会〈シンポジウム	COVID-19に関わる感染対策〉 2022年3月（WEB）

25. 松田真梨乃，川畑美香，横田佳子「泌尿器科側臥位手術（ロボット支援下手術・腹腔鏡下手術）における効果的な加温
方法の検討」第39回日本手術看護学会九州地方会 2021年7月（WEB）

26. 甲斐美里「COVID-19流行下における高齢者介護施設での個人防護具の使用状況と背景要因」第26回日本看護研
究学会九州・沖縄地方会学術集会 2022年1月（福岡WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 松野ひとみ「令和2年7月熊本豪雨災害における支援活動の実際」令和3年災害支援ナースフォローアップ研
修 2021年11月（山梨WEB）

2. 黒木多美子「安全な輸血療法を継続するための臨床輸血看護師の活動」第12回熊本県合同輸血療法委員会・講演
会 2021年11月（熊本）

3. 岩本徳美，中田みゆき，榊	貴美子，徳田照恵，今福美香，光田明美「内視鏡検査・治療における過鎮静の要因分析」第
80回九州消化器内視鏡技師研究会 2021年12月（WEB）

4. フジモト啓子，興梠優子，木下由希，藤田清美，横田佳子「チームで取り組むKAIZEN活動」第140回熊本麻酔科学
会 2022年1月（熊本WEB）

5. 福田光希子「心不全患者のQOL向上に必要な地域連携」心不全WEBセミナー 2022年1月（熊本WEB）

6. 足利萌子，大津彩織，児玉誠子，乙益真理，木崎智代「看護補助者と協働し転倒減少を目指した計画的排泄誘導の効
果」令和3年度熊本県看護協会研究発表会 2022年2月（熊本）

7. 松野ひとみ「令和2年7月熊本豪雨災害における支援活動の実際」2022年度JNA	DVD研修「災害支援ナースの第
一歩～災害看護の基本的知識～」 2022年3月（神戸）
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【座長・司会等】

1. 森崎真美　第21回日本クリニカルパス学会学術集会〈教育セミナー2〉 2021年11月（山形WEB）

2. 西村摩里子　令和3年度熊本県看護協会研究発表会 2022年2月（熊本）

【その他】

1. 中村いずみ	講師「irAE（免疫関連有害事象）聞き取りのポイント、医師との連携」熊本県南部エリアirAEマネジメ
ントWEBセミナー講演 2021年7月

2. 川野尚美	講師「抗EGFR抗体薬の皮膚障害対策」皮膚障害対策Web	Seminar	in	kumamoto 2021年8月

3. 山形朝子，山本幸恵	実技指導「高齢者のスキン対応と褥瘡管理について」あきた病院 2021年12月

4. 宮崎里美	講師「DOB依存状態の末期心不全患者の在宅支援を通して」第13回心不全教育WebSeminar 2021年7
月

5. 宮崎里美	講師「Hear	Failure	Nurseの育て方～OJT/Off-JT～」心不全地域医療連携WebSeminar	2021年12月

6. 板井有貴	講師「済生会熊本病院腹膜透析セミナー」済生会熊本病院腹膜透析セミナー 2021年10月

7. 井芹百合香	講師「糖尿病外来における看護師の役割」熊本市南部地区糖尿病対策プロジェクト/Dia	Mond
Seminar	in	熊本～食事から始まる2型糖尿病治療～ 2022年3月

8. 南	和代，増田博紀，井浦弥生	講師「救急看護論」熊本保健科学大学 2022年11～3月

9. 松下明美	講師「基礎看護技術Ⅰ（スキンケア）」熊本県医師会看護専門学校 2022年2月

10. 南	和代	講師「看護の統合と実践（災害看護）」熊本県医師会看護専門学校 2022年2月

11. 靏	望，稲葉雅美	講師「成人看護」熊本県医師会看護専門学校 2021年8～11月

12. 開田亜紀子	講師「成人看護学援助論Ⅱ認知機能障害（脳神経外科看護）」上天草看護専門学校 2022年2月

13. 開田亜紀子	講師「成人看護学方法論Ⅰ」熊本看護専門学校 2021年10月

14. 宮下恵里	講師「認定看護管理者教育課程ファーストレベル	質管理Ⅰ	看護サービスの質管理」熊本県看護協会
2022年1月

15. 宮下恵里	講師「認定看護管理者教育課程セカンドレベル	質管理Ⅱ」西南女学院大学 2021年11月

16. 宮下恵里	講師「認定看護管理者教育課程サードレベル	質管理Ⅲ	経営と質管理」埼玉県看護協会 2021年10月

17. 宮下恵里	インタビュー「第6回経験のない困難の中で助けになったこと「コロナ禍の今、振り返る東日本大震災と
熊本地震	非日常下における看護管理者の判断と行動」」日総研 2021年7月

18. 宮下恵里，村本多江子，牛島久美子，西村摩里子，森崎真美，荒木裕子	インタビュー「看護の専門性発揮に資するタス
ク・シフト／シェアのとり組み事例に関するヒアリング」 2021年12月

19. 村本多江子，中川れい子，右田みどり	インタビュー「看護補助者標準研修策定のためのグループヒアリング」 2021
年7～2022年1月

地域医療連携室

【著書・総説】

1. 松岡佳孝「デザインスキルと同時に必要なクリエイティブ思考」ホスピタルデザインNEWS!;	2021年.	8:	2

2. 松岡佳孝「より選ばれる病院になるためのマーケティング戦略と実践～済生会熊本病院における医療連携と広報
活動～」隔月刊地域連携入退院と在宅支援;	2021年.	2021年5・6月号:	76

【勉強会・セミナー】

1. 松岡佳孝「戦略的前方連携活動」岸和田徳洲会向け～地域医療連携に関する講演会～ 2021年8月（WEB）
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2. 松岡佳孝「なぜ、いま、CRMなのか？」地域連携DXセミナー～デジタルトランスフォーメーションによる地域連
携業務の改革～ 2021年8月（WEB）

3. 松岡佳孝「済生会熊本病院における地域医療連携の取組みについて」大浜第一病院向け～地域医療連携に関する
講演会～ 2021年9月（WEB）

4. 松岡佳孝「広報と連携とマーケティング」第26回熊本県病院広報を考える会 2021年10月（WEB）

5. 松岡佳孝，坂本知浩「済生会熊本病院における地域医療連携の取組みについて」名古屋ハートセンター向け～地域
医療連携に関する講演会～ 2021年11月（WEB）

6. 松岡佳孝「広報ショーケース～済生会熊本病院の事例～」病院マーケティングサミットJAPAN2021 2021年11月
（WEB）

7. 松岡佳孝「連携戦略におけるWebコミュニケーションの推進」地域医療連携に関するセミナー 2022年 2月
（WEB）

医療福祉相談室

【学会】

1. 山田憲彦「社会的包摂や多様性を尊重した当院のなでしこ事業の変遷について」第74回済生会学会 2022年2月
（神戸WEB）

2. 松岡大司「「ソーシャルハイリスクを抱えた患者」の支援における高度急性期病院MSWの役割～済生のこころを
拡げる取り組み事例～」第74回済生会学会 2022年2月（神戸WEB）	

【勉強会・セミナー】

1. 宮崎裕子「老老介護世帯への支援介入	～支援の幅と奥行きについて考える～」ともにメディカルサポート 2021
年8月（熊本WEB）

2. 井上佳那	アドバイザー「3事例の症例検討」第４回自立支援型地域ケア会議 2021年8月（熊本WEB）

3. 緒方	洋「社会保障・社会福祉」熊本県消防学校職員救急科講義 2022年1月（熊本）

4. 山田憲彦「臓器提供時の事務担当者の役割について」熊本県臓器移植院内コーディネーター養成研修会 2022年2
月（熊本WEB）

5. 佐原まち子，宮崎裕子	他「ソーシャルワーク実践に自信を持つ―エコマップを活用してアセスメントする―」一般
社団法人熊本県医療ソーシャルワーカー協会2021年度第2回定例研修会 2022年3月（熊本WEB）

療養支援室

【学会】

1. 光田明美，宮下恵里「入院前支援によるケアの継続	～ETL（Extract	Transform	Load：データ抽出機能）の活用と効
果～」第25回日本看護管理学会 2021年8月（横浜WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 稲葉ひとみ「DOB依存状態の末期心不全患者の在宅支援を通して～基幹病院	連携・療養支援担当の立場から～」
第13回心不全教育WebSeminar 2021年7月（熊本WEB）

2. 黒木多美子「安全な輸血療法を継続するための臨床輸血看護師の活動」第12回熊本県合同輸血療法委員会・講演
会 2021年11月（熊本）
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医療秘書室

【学会】

1. 松元真弓，村上美紀，士野英二郎【優秀演題賞】「泌尿器科外来における課題解決への取り組みについて」日本医師事
務作業補助研究会第10回全国大会 2021年9月（WEB）

企画広報室

【学会】

1. 坂田暁理「院内の情報共有に関する調査から見えた現状と課題」第62回全日本病院学会 2021年8月（WEB）

【その他】

1. Webグランプリフォーラム	企業BtoCサイト賞受賞 2022年2月

医師研修室

【原著論文】

1. 松山結衣「急性心筋炎を合併した日本紅斑熱の1例」心臓;	2021年.	54(2):	194-200

【学会】

1. 縫田竜青，辛島龍一，光浦智証，白石裕大，原田和人，清水健次，新田英利，増田稔郎，松本克孝，沖野哲也，髙森啓史
「TEPで修復を行ったDe	Garengeot’s	herniaの１例」第121回日本消化器外科学会定期学術集会 2021年4月

（WEB）

2. 大島慶久，新田英利，光浦智証，白石裕大，原田和人，清水健次，辛島龍一，増田稔郎，松本克孝，沖野哲也，髙森啓史
「成人に発症した鼡径ヘルニア嵌頓に伴うS状結腸・精巣壊死の1例」第121回日本消化器外科学会定期学術集
会 2021年4月（WEB）

3. 眞鍋笙之介，増田稔郎，光浦智証，白石裕大，原田和人，清水健次，辛島龍一，新田英利，松本克孝，沖野哲也，髙森啓史
「完全内臓逆位を伴った胆石性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の1例」第121回日本消化器外科学会定期学術
集会 2021年4月（WEB）

4. 久保田圭織，増田稔郎，光浦智証，伊東山瑠美，原田和人，清水健次，辛島龍一，新田英利，松本克孝，沖野哲也，髙森啓
史「肝細胞癌との鑑別に難渋した肝血管筋脂肪腫の1例」第107回日本消化器病学会総会 2021年4月（東京WEB）

5. 縫田竜青，辛島龍一，光浦智証，伊東山瑠美，清水健次，新田英利，増田稔郎，松本克孝，沖野哲也，髙森啓史「消化管気
腫・門脈ガスを呈する症例の解析」第76回日本消化器外科学会総会 2021年7月（京都WEB）

6. 尾﨑健太郎，川野雄一朗，具嶋泰弘，前原潤一「発熱、左下肢不全麻痺を主訴にwalkinで受診し急激な経過をたどっ
た真菌性心内膜炎の一例」第49回日本救急医学会総会・学術総会 2021年11月（東京）

7. 宮島一実，中山雄二朗，中村悠太，仁田脇辰哉，関戸祐子，前原潤一「気道狭窄を来たし緊急気道確保を要した
Oncologicemergencyの一例」第49回日本救急医学会総会・学術総会 2021年11月（東京）

8. 尾崎諒吏，飯尾純一郎，泊	翔平，具嶋泰弘，前原潤一「気道緊急を呈したLudwig	sanginaに対して輪状甲状靱帯切開
術を行った一例」第49回日本救急医学会総会・学術総会 2021年11月（東京）

9. 中山美里，川野雄一朗，嶋津裕太郎，飯尾純一郎，具嶋泰弘，前原潤一「カルシウム拮抗薬、アンジオテンシンⅡ受容
体拮抗薬中毒に腸管壊死を合併した一例」第49回日本救急医学会総会・学術総会 2021年11月（東京）

10. 松山結衣，佐藤友子，井上	聖，中村悠太，飯尾純一郎，具嶋泰弘，前原潤一「少量服用で血液透析を要したグリホサー
ト含有除草剤中毒の一例」第49回日本救急医学会総会・学術総会 2021年11月（東京）

11. 宮薗裕子，永沼雅基，池袋雄太，川本佳右，原田しずか，長尾洋一郎，稲富雄一郎，米原敏郎，植田光晴「右視野に視野
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欠損を伴わない複雑性幻視を生じた自己免疫性脳症の1例」第334回日本内科学会九州支部地方会	2021年8月
（WEB）

12. 増田眞子，中村和憲，関戸祐子，保田祐子，川村宏大，一門和哉「器質化肺炎を模倣した原発性肺癌の1例」第334回
日本内科学会九州支部地方会 2021年8月（WEB）

13. 木脇領太，上田隆太，村井	晏，山村理仁，山城重雄「神経内視鏡下開窓術が有効であった成人発症の半球間裂部くも
膜嚢胞の1例」第139回日本脳神経外科学会九州支部会 2021年9月（WEB）

14. 詹	翔叡，長尾洋一郎，稲富雄一郎，原田しずか，川本佳右，池袋雄太，永沼雅基，米原敏郎，中島	誠「血栓回収療法時の
造影所見により脳動脈閉塞機序を診断しえた1例」第234回日本神経学会九州地方会 2021年12月（WEB）

15. 宮薗裕子，保田祐子，一門和哉，川村宏大，坂田能彦，神宮直樹「ダブラフェニブ・トラメチニブ併用療法により顕微
鏡的血尿を発症した1例」第88回日本呼吸器学会・日本結核非結核性抗酸菌症学会九州支部春季学術講演会 2022
年3月（福岡WEB）

医療安全管理室

【著書・総説】

1. 村中裕之「医療の質改善を推進する指標管理体制の構築―QPS指標の管理」患者安全推進ジャーナル;	2021年.	66:
28-33

【学会】

1. 中嶋いくえ，田中李奈，木下紗世子，西中	巧，塩見智恵子，吉冨香愛，小妻幸男，園田真由，中島園美，村中裕之「「重要
画像既読管理シート」を用いた未対応防止への取り組み」第16回医療の質・安全学会学術集会 2021年 11月

（WEB）

感染管理室

【原著論文】

1. 吉田賢太「Clostridioides	difficile抗原迅速診断キット「クイックチェイサー®CD	GDH/TOX」の有用性に関する
評価」医学と薬学;	2021年.	78(5):	633-641

【学会】

1. 甲斐美里「COVID-19流行下における高齢者介護施設での個人防護具の使用状況と背景要因」第26回日本看護研
究学会九州・沖縄地方会学術集会 2022年1月（久留米WEB）

【勉強会・セミナー】

1. 吉田賢太「当院のSARS-CoV-2検査体制と取組み」令和3年度九州耐性菌検査ネットワーク研修会総会 2021年4
月（熊本WEB）

【その他】

1. 甲斐美里　感染対策相談支援	あきた病院 2021年4月

2. 甲斐美里　感染対策相談支援	特別養護老人ホーム天望庵 2021年5月

3. 村中裕之，甲斐美里　感染対策相談支援	熊本中央病院 2021年6月

4. 甲斐美里　感染対策相談支援	あけぼの第2クリニック 2021年9月

5. 川村宏大，甲斐美里　感染対策相談支援	熊本回生会病院 2022年1月

6. 甲斐美里　感染対策相談支援	障がい者支援センターあゆの里 2022年2月

7. 川村宏大，甲斐美里　感染対策相談支援	特別養護老人ホーム花みずき 2022年3月
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8. 村中裕之，甲斐美里　感染対策相談支援	谷田病院 2022年3月

9. 川村宏大，甲斐美里　感染対策相談支援	済生会みすみ病院 2022年3月
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