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§原著論文・症例報告・総説
(1) 医局
原著
Sota Kodama, Yasuhiro Nakano, Koji Hirata, Shinji Uemoto, Yoshiya Kawaguchi
Diabetes Caused by Elastase-Cre-Mediated Pdx1 Inactivation in Mice
Scientific Reports Doi : 10.1038 srep21211、2016
原著
大江正士郎、八木俊和、安東勝宏
腹腔鏡補助下に切除した小腸間膜血管腫の 1 例
日本消化器外科学会雑誌 49 巻 2 号：139-145、2016
原著
八木俊和、安 炳九、児玉創太、安東勝宏、来見良誠、山本和雄、奥村嘉章
巨大食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下に根治術を施行した一例
大津市医師会誌 39 巻 3 号：2(150)-4(152)、2016
原著
平田将之
大腿骨転子部不顕性骨折に対して観血的骨整復固定術を施行した一例
大津市医師会誌 38 巻 9 号：2(524)-4(526)、2015
原著
堀澤建介
「医科に役立つ歯科的知識」～全身疾患と歯科疾患のかかわり～
大津市医師会雑誌 38 巻 5 号：23（277）-26（280）、2015
原著
駒田一朗
睡眠時無呼吸症候群の外来管理
大津市医師会誌 38 巻 3 号：5(145)-7(147)、2015
原著
岡川浩人
BCG 接種後に壊死性丘疹状結核疹様の発疹を認めた男児例
小児科臨床 68 巻 5 号：1073-1077、2015

原著
岡川浩人
運動負荷試験におけるＱＴｃ測定についての考察ー負荷開始時と負荷終了後ＱＴｃの比較ー
滋賀医学 38 巻：32-36、2016
原著
吉橋彩子
COPD の診断と治療
大津市医師会誌 38 巻 9 号：5(527)-8(530)、2015
原著
山岡 修
スポーツシーンにおける一次救命処置
Ｂｉｓｐｏ Vol.11： 10、2016
原著
西山敬三、河原千恵、宮本 証、松井俊樹、山岡 修
繰り返す心房粗動に伴う心不全に対し、経皮的カテーテル心筋焼灼術（カテーテルアブレーション）
を施行し良好な経過を得た一例
大津市医師会誌 38 巻 6 号：3(345)-6(348)、2015
原著
阪上芳男
もの忘れ外来について
大津市医師会誌 39 巻 3 号：8(156)-10(158)、2016
原著
中島滋美
胃 X 線・内視鏡検査で H. pylori 感染の診断はどこまでできるか？
消化器の臨床 18(2)：154-161、2015
原著
中島滋美、伊藤高広
X 線検査によるヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の診断
日本ヘリコバクター学会誌 17(1)：10-18、2015

報告書
中島滋美
胃がん予防のための感染検査と除菌治療を組み込んだ成人および中高生に対するピロリ菌感染
対策のガイドライン作成に関する研究（胃 X 線検診に関する領域）
厚生労働科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）胃がん予防のた
めの感染検査と除菌治療を組み込んだ成人および中高生に対するピロリ菌感染対策のガイドラ
イン作成 平成２６年度分担研究報告書：45-60、2015
原著
中島滋美
ピロリ菌感染を考慮したこれからの人間ドック胃 X 線検査とは？
赤十字健康管理事業研究会誌 7：12-20、2015
原著
Kanazawa M, Nakajima S, Oshima T, Whitehead WE, Sperber AD, Palsson O, Drossman DA, Miwa H,
Fukudo S.
Validity and Reliability of the Japanese Version of the Rome III Diagnostic Questionnaire for
Irritable Bowel Syndrome and Functional Dyspepsia.
J Neurogastroenterol Motil 21(4)：537-44、2015
序文
中島滋美
胃がん検診・健康診断における Helicobacter pylori 感染診断「序」
Helicobacter Research

19(6)：538、2015

原著
中島滋美
ヘリコバクター・ピロリ感染や ABC 分類を考慮したこれからの胃 X 線検診と胃がん予防戦略
山形県医師会学術雑誌 47：150-179、2015
原著
中島滋美、椿本由紀、森 直子、早藤清行、山本和雄、吉田 滋
胃がんリスク検診でピロリ菌陰性・ペプシノゲン陽性であった１例
大津市医師会誌 38 巻 12 号：4(696)-8(700)、2015

新聞記事
中島滋美
胃がんリスク検診－内服治療でピロリ菌の除菌京都新聞「湖国から健康を考える」滋賀の医師に聞く：平成 27 年 12 月 21 日発行、2015
報告書
渋谷大助, 安保智典，伊藤高広，入口陽介，加藤勝章，後藤裕夫，中島滋美，中原慶太，安田貢，
山崎秀男，吉田諭史
日本消化器がん検診学会胃Ｘ線検診の読影基準に関する研究会報告：胃Ｘ線検診のための読影
判定区分
日本消化器がん検診学会ホームページ http://www.jsgcs.or.jp/files/uploads/iinkai_kubun.pdf、
2015
原著
牛田 博
糖尿病患者に発症した重症感染症 鎮痛解熱剤にて長期間症状が抑えられてきた会陰部膿瘍
の1例
大津市医師会誌 38 巻 3 号：142-144、2015
原著
植村祐一、牛田 博、石戸谷哲、大西裕之、寺島 剛、武内英二
膀胱癌舌･皮膚･脳転移に対し GT 療法が奏効した 1 例
泌尿器科紀要 61 巻 10 号：405-409、2015

（２）看護部
原著
菅井亜由美
尿路ストーマの管理の視点と方法
泌尿器ケア 20 巻 5 号：76-109、2015

§著書等
（１）医局
著書
岡川浩人
徹底解説！心電図ー基礎から臨床まで（森博愛、丸山徹編）
memo, reference

217、223、225-226、230、医学出版社（東京）、2015

著書
山岡 修
子供のためのスポーツ健康手帳
頭頸部外傷･心肺停止 32-35、滋賀県医師会(大津)、平成 28 年 3 月
著書
中島滋美、伊藤高広
血清 ABC 検診で、内視鏡で、X 線で胃炎をどうする？-検診から対策までX 線検査による胃炎・Hp 感染診断、95-105、日本医事新報社（東京）、2015
著書
伊藤高広、吉川公彦、中島滋美
血清 ABC 検診で、内視鏡で、X 線で胃炎をどうする？-検診から対策までHp 除菌後の X 線像の変化について、119-123、日本医事新報社（東京）、2015
著書
中島滋美
ピロリ菌除菌治療パーフェクトガイド
治療前に患者さんに説明すべきこと、 29-33、日本医事新報社（東京）。。2015
監修
中島滋美
特集「胃がん検診・健康診断における Helicobacter pylori 感染診断」
Helicobacter Research Vol 19, No6、特集号全頁、先端医学社（東京）、2015

翻訳
中島滋美
IARC ワーキンググループ報告書 8 H. pylori 除菌による胃がん予防戦略
集団検診で H. pylori を除菌することの実現可能性と費用対効果、86-91、メディカルレビュー社（大
阪）、2015

（２）看護部
著書
菅井亜由美
リハビリテーション看護
排泄機能障害を有する人への看護、276-290、南江堂（東京）、2015

§学会発表・講演会発表・研修会発表・セミナー発表
(1) 医局
一般
児玉 創太
直腸前方切除術における腹腔鏡補助下手術と開腹手術の短期、中期、長期治療成績
第 70 回日本消化器外科学会総会

浜松 2015/7/15

一般
八木俊和、児玉創太、安東勝宏、来見良誠、大江正士郎
腹腔鏡下結腸左半切除術後に空腸起始部で血管クリップによる腸閉塞を来した 1 例
第 28 回日本内視鏡外科学会 大阪 2015/12/10
講演
堀澤建介
「医科に役立つ歯科的知識」～全身疾患と歯科疾患のかかわり～
大津市医師会アフタヌーンセミナー 大津 2015/4/9
一般
駒田一朗、西川美千子、西山彰子、宮崎総一郎、清水猛史、吉川佳子、寺脇裕子、鐘ヶ江宏美、
澤田幸子
小児アデノイド切除術における細菌検査の検討
第 28 回睡眠呼吸障害研究会耳鼻咽喉科部会 東京 2015/2/14
講演
駒田一朗
睡眠時無呼吸症候群の外来管理
JCHO 滋賀病院見学会 大津 2015/1/22
シンポジウム
駒田一朗
シンポジウム 2「睡眠時無呼吸・いびきへの対応 最前線」 高齢者への対応
第 28 回日本口腔・咽頭科学会 大阪 2015/9/11

一般
岡川浩人
BCG 接種後に特異な副反応を認めた 2 例
第 118 回日本小児科学会学術集会 大阪 2015/4/19
一般
岡川浩人
冠動脈瘻と考えられた新生児 6 例
第 73 回日本小児科学会滋賀地方会 大津 2015/5/17
一般
岡川浩人
新生児期に発見された無症状の冠動脈右室瘻と考えられる一例
第 24 回小児循環器病カンファレンス 京都 2015/6/6
一般
岡川浩人
運動負荷試験における負荷開始時 QTｃ測定についての有用性の検討
第 51 回日本小児循環器学会 東京 2015/7/17
一般
岡川浩人、横江保彦
開業産科医院における産科用妊婦検診エコーによる先天性心疾患診断の限界
第 35 回京滋奈良小児心臓病談話会 京都 2015/9/12
講演
岡川浩人
草津栗東医師会学校医研修会、学校心臓検診を中心として
草津栗東医師会学校医研修会 栗東 2015/9/26
一般
岡川浩人
不全型川崎病の疑われた一例
第 35 回日本川崎病学会 鹿児島 2015/10/9

一般
岡川浩人、宮本証、樋口博一
学校心臓検診心電図異常に対しホルター心電図が病名鑑別に有用であった 3 例
第 27 回滋賀不整脈研究会 大津 2016/2/20
一般
岡川浩人、横江保彦、木下康、岩下寿子
開業産科医院で出生する先天性心疾患児の実態と病院小児科によるサポートの重要性
第 1 回 JCHO 地域医療総合医学会 東京 2016/2/26
一般
岡川浩人
危急性先天性心疾患除外目的の産科用エコーで偶発的に発見される心房中隔欠損の管理
第 30 回日本小児循環器学会近畿・中四国地方会 大阪 2016/2/28
講演
吉橋彩子
COPD の診断と治療
大津市医師会アフタヌーンセミナー 大津 2015/7/9
講演
松井俊樹
糖尿病と心血管疾患
平成 27 年滋賀糖尿病を考える会 大津 2015/12/19
一般
松井俊樹
膀胱腫瘍に併発した冠動脈疾患の治療に難渋した症例
第 211 回日本内科学会近畿地方会 京都 2016/3/26
一般
宮本 証、河原千穂、西山敬三、松井俊樹、山岡 修
特異的な閉塞病変に留置した圧着不良の EES ステントの経過を OCT で follow しえた症例
第 26 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 大阪 2016/2/13

一般
宮本 証、河原千穂、西山敬三、松井俊樹、山岡 修、出路奈緒子、佐藤喜祝、有村哲朗、平田
將之、勝本桂史、坂井田稔
維持透析患者に生じた重症下肢虚血の治療に難渋した 1 例
第 78 回滋賀県循環器疾患研究会 滋賀 2015/7/18
一般
宮本 証、河原千穂、西山敬三、松井俊樹、山岡 修
膀胱腫瘍に併発した冠動脈疾患の治療に難渋した症例
PCI symposium 滋賀 2015/5/30
一般
有村哲郎
維持血液透析患者における推定中心血圧(cSBP)と橈骨 augmentation index(AI)測定の臨床的意
義
第 61 回日本透析医学会学術集会 横浜 2016/6/28
講演
佐藤喜祝
当院における糖尿病治療の現状
高島市医師会学術講演会 滋賀 2015/7/31
座長
佐藤喜祝
糖尿病治療のトレンドとこれからの治療を考える
糖尿病治療を考える 滋賀 2015/12/19
一般
中島滋美
胃がんを予防するピロリ菌治療
第 16 回リウマチと気楽に付き合う会 大津 2015/4/19
司会
中島滋美、渡邊能行（司会）
パネルディスカッション１「胃がん検診 新たなモダリティーとその位置付け」
第 54 回日本消化器がん検診学会総会 大阪 2015/6/.5

一般
中島滋美、藤本亜由美、勝山勝明
大津市における胃がんリスク検診の成績と管理体制
第 54 回日本消化器がん検診学会総会附置研究会２「胃がんリスク評価に関する研究会」 大阪
2015/6/6
一般
中島滋美、伊藤高広
カテゴリー１と２について
第 54 回日本消化器がん検診学会総会附置研究会３「胃 X 線検診の読影基準に関する研究会」
大阪 2015/6/6
講演
中島滋美
H. pylori 除菌時代を考慮した胃 X 線検査のあり方「背景胃粘膜診断をどのように活用するか？」
第 54 回日本消化器がん検診学会総会ランチョンセミナー4 大阪 2015/6/6
その他
中島滋美
背景胃粘膜診断－基礎から実践まで－「NIH 分類をしてみよう」
第 6 回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会テスト演習 大阪 2015/6/7
ワークショップ
中島滋美
大津市の胃がんリスク検診から見たリスク分類の課題
第 21 回日本ヘリコバクター学会学術集会 Workshop 2「胃がん検診の問題点」 神戸 2015/6/26
班会議
中島滋美
過去の Hp 感染者増加に対応した背景胃粘膜診断-NIH 分類厚労省「胃がん予防のための感染検査と除菌 治療を組み込んだ成人および中高生に対するピ
ロリ菌感染対策のガイドライン作成」研究班平成 27 年度第 1 回班会議 札幌 2015/7/10

講演
中島滋美
胃 X 線検査による H. pylori 感染診断
平成 27 年度高崎市医師会胃がん検診従事者研修会 高崎 2015/7/28
講演
中島滋美
ピロリ菌感染を考慮したこれからの人間ドック胃 X 線検査とは？
第 20 回赤十字健康管理事業研究会シンポジウム１「人間ドックにおける胃 X 線検査の現状と今
後」基調講演 横浜 2015/7/29
講演
中島滋美
ピロリ菌感染を考慮したこれからの胃がん検診
第 40 回消化器疾患宮崎セミナー・宮崎木曜会夏季セミナー 宮崎 2015/8/1
講演
中島滋美
ピロリ菌感染を考慮した胃 X 線検診読影
平成 27 年度長野県諏訪市胃検診読影研修会 諏訪 2015/8/22
講演
中島滋美
胃 X 線検査におけるピロリ菌感染診断
第 75 回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会特別講演 I 甲府 2015/8/29
講演
中島滋美
胃がんリスク検診（ABC 検診）とは？
第 54 回日本消化器病学会近畿支部市民公開講座 草津 2015/9/6
講演
中島滋美
バリウム X 線検査によるピロリ菌感染診断～胃がん検診への提言～
松本市医師会生涯教育講座 松本 2015/9/10

講演
中島滋美
ヘリコバクター・ピロリ現感染・既感染を考慮した胃Ｘ線検診
平成 27 年度日本医師会生涯教育講座 H. pylori 感染を考慮した胃 X 線読影診断研修会 酒田
2015/9/12
講演
中島滋美
胃 X 線検査によるピロリ菌感染診断～増加するピロリ菌除菌既往者への対応～
平成 27 年度東京都がん検診センター胃 X 線検査従事者講演会 府中 2015/10/7
講演
中島滋美
ピロリ菌感染を考慮した胃 X 線検診読影
日本医師会生涯教育講座・長野県医師会胃検診読影研修会 長野 2015/10/17
講演
中島滋美
胃 X 線検査によるピロリ菌の現感染、既感染、未感染診断
生涯教育講座・福島消化器病研究会 福島 2015/11/27
講演
中島滋美
胃 X 線診断における背景胃粘膜の位置づけ（HP と胃炎）背景粘膜の読み方
NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構・胃 X 線精度管理研究委員会 第 24 回学術講
演会

東京 2015/11/18

講演
中島滋美
腸内環境について
滋賀県信用保証協会平成 27 年度健康セミナー 大津 2015/12/11

班会議
中島滋美
胃 X 線検診に背景胃粘膜診断を組み込んだ胃がん予防アルゴリズム update
平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業「胃がん予防のための感
染検査と除菌治療を組み込んだ成人および中高生に対するピロリ菌感染対策のガイドライン作成」
平成 27 年度第 2 回厚労省班会議 札幌 2016/1/15
一般
中島滋美
胃 X 線検査によるピロリ菌感染診断とこれからの検診における応用
第６回京都胃学研究会 京都 2016/2/15
講演
中島滋美
胃がんとピロリ菌
平成 27 年度滋賀医科大学地域医療教育研究拠点市民公開講座 大津 2016/3/19
一般
森直子、椿本由紀、早藤清行、山本和雄、中島滋美
治療に難渋した感染性肝嚢胞の 2 例
滋賀消化器研究会第 75 回学術講演会 大津 2015/7/18
一般
椿本由紀、森直子、早藤清行、山本和雄、中島滋美
当院での食道胃接合部悪性狭窄に対する自己拡張型ステント留置症例の検討
滋賀消化器研究会第 75 回学術講演会 大津 2015/7/18
一般
沖中勇輝、牛田 博
膀胱癌術後に MDS 様の血液像を呈した 1 例
第 32 回滋賀泌尿器科集談会 大津

2015/11/14

一般
牛田 博、伊狩 亮、奥村和弘
当院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の導入初期成績
第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 東京 2015/11/19

(2) 看護部
一般
谷底歩、梅本知子、赤尾順子
A 病院プレイコーナーと遊びにカンするＢ病棟看護師の実態調査型研究
第 21 回滋賀県看護学会 滋賀 2015/12/16
一般
寺田恵理子、岩﨑弘容、木下光江、田原みき子、堀切利香、宮本証、西山敬三、木下理一郎、出
路奈緖子
フットケアチームが関わり 2 年の経過を要して治療に持ち込めた重症化し潰瘍の症例
第 7 回日本下肢・足病学会学術集会 横浜 2015/7/11
一般
東田元子
輸血看護師としての取り組み
滋賀県輸血療法研究会 滋賀 2015/7/18
一般
松尾加代子、中島サチコ
当センターにおける精密検査受診率向上の取り組み
第 46 回滋賀県公衆衛生学会 滋賀 2015/2/21
一般
苗村葵、川村路代、木下光江
透析患者の体重教育入院パス作成と使用をおこなって
第 36 回滋賀腎・透析研究会 滋賀 2015/9/6
一般
苗村葵、川村路代、木下光江、古澤美子
透析患者の体重教育入院パス作成への取り組み
第 60 回日本透析医学会 横浜 2015/6/6

一般
古澤美子、川村路代、木下光江
透析患者の体重教育入院パス作成と使用をおこなって
第 18 回腎不全看護学会 名古屋 2015/11/15
一般
熊木貴子、古澤美子、川村路代、木下光江
ＣＫＤに帯する療養外来「そらまめ相談室」の有用性
第 18 回腎不全看護学会 名古屋 2015/11/15
一般
小池由香、苗村葵、熊木貴子、川村路代、木下光江
ＣＫＤに帯する療養外来「そらまめ相談室」の有用性
第 1 回ＪＣＨＯ学会 東京 2016/2/27
一般
臼井和美、吉田美樹、寺田恵理子
ＪＣＨＯ滋賀病院で簡単カーボはじめました
第 27 回滋賀糖尿病療養指導者研究会 滋賀 2015/9/26
一般
菅井亜由美、西浦絵理、他
脊髄損傷者の骨髄炎をともなう難治性褥瘡の赤沈値を基準とした治療計画の有用性の検討
第 17 回日本褥瘡学会 仙台 2015/8/28
一般
菅井亜由美
病院看護師が地域包括ケアの一翼を担うための仕組みづくりと課題
第 21 回滋賀県看護学会 滋賀 2015/12/16
一般
菅井亜由美
シームレスな連携を実現するための「時間と空間をつなぐ」病院看護部の取り組み
滋賀県病院大会 滋賀 2016/2/21

一般
白澤有里
急性期病院におけるＰＥＧの適応
滋賀ＰＥＧケアネットワーク 滋賀 2015.11.15

（３）検査部
一般
北 真知子、嶋作英美、長谷川亜紀、末吉範行、佐藤喜祝、阪上芳男
当院における ICT の一員としての細菌検査室の取り組みについて
JCHO 地域医療総合医学会 東京 2016/2/26

（４）放射線部
一般
中西俊和
医療安全対策実施状況
滋賀県放射線技師会第 2 回学術研修会 彦根 2015/11/8
一般
梅原唯之
DPC 入院患者の CTA(CT 血管造影)検査での中濃度造影剤使用経験 心臓冠動脈 CT において
院内研究発表会 大津 2016/3/13

（５）薬剤部
一般
丸岡ゆり、小西由美、岩瀬祥規子、八木俊和
オキサリプラチン末梢投与における血管痛対策
第 26 回滋賀癌化学療法研究会 草津 2016/2/27
一般
丸岡ゆり、小西由美、岩瀬祥規子、八木俊和
当院のオキサリプラチン（L-OHP）末梢静脈投与時における血管痛対策
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2016 鹿児島 2016/3/12

（６）臨床工学部
一般
村田 渉
条件付き MRI 対応ペースメーカにおける当院の対応
第 1 回 JCHO 学会 東京 2016/2/28
一般
村田 渉
血液透析患者のシャントに対するエコーによる評価
院内研究発表会 大津 2016/3/13
一般
大瀬哲弥
新型ボタンホールシステムの検討
第 61 回日本透析医学会学術集会 横浜 2016/6/28

