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【内 科】 

◆学会・研究会発表 

１．ジアゾキシドが奏功したインスリノーマの１例 

(空知医師会集談会 砂川市 2019.11.27) 

三田 明音 

 

２．EGFR遺伝子変異陽性肺癌とALK融合遺伝子陽性肺癌の同時性多発癌の切除後に両者の再発を認めた一例 

(第60回日本肺癌学会学術集会 大阪市 2019.12.6) 

佐藤 一紀  中村 文彦  渡部 直己 

椎名 真一 

 

  ３．キートルーダ著効後に小細胞肺癌が主体となったⅣ期肺癌症例（ICI有効後増悪の再生検の意義） 

(第60回日本肺癌学会学術集会 大阪市 2019.12.6) 

渡部 直己  佐藤 一紀  中村 文彦 

椎名 真一 

４．ジアゾキシドが奏功したインスリノーマの１例 

(第288回日本内科学会北海道地方会 札幌市 2020.2.8) 

三田 明音  島  秀起  佐藤 一紀 

中村 文彦  新崎 人士  野村 昭嘉 

廣海 弘光  吉田 行範  渡部 直己 

日下 大隆 

 

  ５．偶発的に発見された左心房粘液腫の２例 

(第288回日本内科学会北海道地方会 札幌市 2020.2.8) 

佐々木 颯  平林 高之  清水 紀宏 

水上 和也  松谷 健一  中島 孝之 

下野 裕依  橋口 仁喜  在原 綾香 

岩木 宏之  菊地 謙成 

 

【精神科】 

◆学会・研究会発表 

１．認知症疾患医療センターの現状と課題；質の確保をめざして 

(第34回日本老年精神医学会 仙台市 2019.6.6) 

内海久美子 

２．今、求められている認知症診断後支援 

(第9回日本認知症予防学会学術集会 名古屋市 2019.10.18) 

内海久美子 

 

【脳神経内科】 

◆学会・研究会発表 

１．Wallstentを2本留置後，短縮によるトラブルを生じ，リカバリーに成功した1例 

(脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2019 神戸市 2019.7.11) 

倉内 麗徳  鵜飼  亮  古明地孝宏 

南田 善弘 

 



 

 

２．脳梗塞に対してrt-PA投与後早期に内頸動脈閉塞を来した１例 

(第105回日本神経学会北海道地方会 札幌市 2019.9.14) 

山本 晃匡  倉内 麗徳  髙橋 明央 

中村 祐貴  山内 理香   

                                 久原  真（札幌医科大学） 

下濱  俊（札幌医科大学） 

 

３．一側の眼瞼下垂で発症した中脳梗塞の１例 

(第105回日本神経学会北海道地方会 札幌市 2019.9.14) 

中村 祐貴  倉内 麗徳  髙橋 明央 

山内 理香  下濱 俊（札幌医科大学） 

 

４．帯状疱疹患者に発症した左上肢単麻痺の１例 

(第288回日本内科学会北海道地方会 札幌市 2020.2.8) 

髙橋 明央  中村 祐貴  廣瀬 文吾 

山内 理香 

 

５．当科におけるペランパネルの使用経験 

(中空知てんかんセミナー 滝川市 2020.2.20) 

廣瀬 文吾 

 

【循環器内科】 

◆学会・研究会発表 

１．心不全治療としての運動療法 

(空知・心臓リハビリを考える会 滝川市 2019.4.5) 

中島 孝之 

 

 ２．EVAR術後脚閉塞に対してViabahn VBXで治療を行った一例 

    (近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL）2019 大阪市 2019.4.11) 

清水 紀宏 

 

 ３．空知における心不全治療の現状 

(中空知不整脈連携カンファレンス 滝川市 2019.7.10) 

清水 紀宏 

 

４．Syndrome of inappropriate secretion by anti-diuretic hormone induced by Amiodarone 

(第 66回日本不整脈心電学会学術大会 横浜市 2019.7.24) 

樋口隼太朗  水上 和也  數井  翔 

中島 孝之  松谷 健一  清水 紀宏 

平林 高之 

 

 ５．心房細動診療について～空知地区の地域性も含めて～ 

(中空知医療連携カンファレンス 滝川市 2020.2.19) 

水上 和也 

 

  



 

 

【小児科】 

◆学会・研究会発表 

１．胸壁膿瘍を合併した肋骨骨髄炎の１乳児例 

(第51回日本小児感染症学会総会・学術集会 旭川市 2019.10.26) 

柴垣 有希  大野真由美  近藤 謙次 

菊地 成佳  香山 武蔵  宮林亜沙子 

 

【消化器外科】 

◆学会・研究会発表 

１．類天疱瘡でステロイド内服中に発症した腸管気腫症の一例 

(第47回病診連携クリニカルカンファレンス 砂川市 2019.5.30) 

鈴木 麗美  石川 倫啓  横田 良一 

 

２．超高齢者の腹部症状に乏しい内ヘルニアによる絞扼性腸閉塞の一例 

(第47回病診連携クリニカルカンファレンス 砂川市 2019.5.30) 

武川  慶  中本 裕紀  横田 良一 

 

  ３．臨床動画 

(Covidien Clinical Immersion Program 盛岡市 2019.6.14) 

山田 健司 

 

４．腹部刺創により肝損傷・膵損傷をきたし緊急開腹術を行った一例 

(第74回日本消化器外科学会総会 東京都 2019.7.17) 

鈴木 麗美  石川 倫啓  横田 良一 

田口 宏一 

 

 ５．胃・大網が嵌頓した成人横隔膜ヘルニアの一例 

(第74回日本消化器外科学会総会 東京都 2019.7.17) 

奥山 友浩  横田 良一  中本 裕紀 

石川 倫啓  山田 健司  細田 充主 

田口 宏一 

 

 ６．子宮内膜症を合併した成人Nuck管水腫の一例 

(第74回日本消化器外科学会総会 東京都 2019.7.17) 

板倉 恒輝  中本 裕紀  横田 良一 

 阪田 敏聖  石川 倫啓  小栁  要 

細田 充主  田口 宏一  武田 直毅 

山下陽一郎  津田加津哉  齊藤 良玄 

櫻井 愛美  宮城 正太 

 

 ７．当科での大腸憩室炎治療の現状 

(第48回病診連携クリニカルカンファレンス 砂川市 2019.8.29) 

田村 俊文  中本 裕紀 

 

８．急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡下胆嚢摘出術における細径鉗子を用いた５ポートの有用性 

(第109回北海道外科学会（HOPES2019） 札幌市 2019.9.21) 

中本 裕紀  横田 良一  石川 倫啓 

山田 健司  細田 充主  田口 宏一 

  



 

 

９．術前に副肝管を認めた急性胆嚢炎に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した１例 

(第109回北海道外科学会（HOPES2019） 札幌市 2019.9.21) 

植林 毅行  中本 裕紀  山田 健司 

細田 充主  横田 良一  田口 宏一 

 

１０．水疱性類天疱瘡に対してステロイド投与中に発症した超高齢者の腸管気腫症の一例 

(第81回日本臨床外科学会総会 高知市 2019.11.14) 

石川 倫啓  中本 裕紀  山田 健司 

細田 充主  横田 良一  田口 宏一 

 

１１．upside down stomachを伴う食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を施行した１例 

(第81回日本臨床外科学会総会 高知市 2019.11.14) 

山田 健司  横田 良一  鈴木 麗美 

中本 裕紀  石川 倫啓  細田 充主 

田口 宏一 

 

１２．胆嚢摘出術を先行させた無症候性の総胆管結石を伴う急性胆嚢炎13例の術後成績の検討 

(第32回日本内視鏡外科学会総会 横浜市 2019.12.5) 

中本 裕紀  横田 良一  石川 倫啓 

山田 健司 

 

【乳腺外科】 

◆学会・研究会発表 

１．地方病院におけるHBOC診療の現状 

(第27回日本乳癌学会学術総会 東京都 2019.7.10) 

細田 充主  上遠野なほ 

 

 ２．豊胸術後にヒトアジュバント病を発症した症例 

(第27回日本乳癌学会学術総会 東京都 2019.7.11) 

上遠野なほ  細田 充主  宮林亜沙子 

香山 武蔵  菊地 謙成  田口 宏一 

 

 ３．豊胸術後にヒトアジュバント病を発症した一例 

(第48回病診連携クリニカルカンファレンス 砂川市 2019.8.29) 

上遠野なほ  細田 充主  宮林亜沙子 

香山 武蔵  菊地 謙成  田口 宏一 

 

４．閉経後ＥＲ陽性ＨＥＲ２陰性乳癌に対する術前ホルモン療法の検討 

(第17回日本乳癌学会北海道地方会 札幌市 2019.10.19) 

細田 充主  上遠野なほ 

 

【形成外科】 

◆学会・研究会発表 

 １．褥瘡再建手術の適応に関する検討 

(第15回札弘形成外科研究会 函館市 2019.11.23) 

香山 武蔵  天王地敏雅 

  



 

 

 

【整形外科】 

◆学会・研究会発表 

 １．鏡視下足関節外側靭帯修復術におけるアンカー差入位置の検討 

(第137回北海道整形災害外科学会 札幌市 2019.6.22) 

(第44回日本足の外科学会学術集会 札幌市 2019.9.26) 

小路 弘晃 

 

 ２．鏡視下足関節外側靭帯修復術におけるアンカー刺入位置の検討：CTを用いた画像解析 

(第34回日本整形外科学会基礎学術集会 横浜市 2019.10.17) 

小路 弘晃 

 

 ３．人工膝関節置換術後にＤダイマー値を指標として超音波検査を行った際の深部静脈血栓症の発生頻度 

(空知医師会集談会 砂川市 2019.11.27) 

(第138回北海道整形災害外科学会 札幌市 2020.2.1) 

(第50回日本人工関節学会 福岡市 2020.2.21) 

小路 弘晃  岡田 葉平（札幌医科大学） 

小幡 浩之（札幌清田整形外科病院） 

寺本 篤史（札幌医科大学）  宮野 須一 

山下 敏彦（札幌医科大学） 

 

 【脳神経外科】 

◆学会・研究会発表 

１．巨大血栓化中脳動脈瘤に対しY字状橈骨動脈グラフトによる血行再建術を行った一例 

(第28回 脳神経外科手術と機器学会 岡山市 2019.4.12) 

佐藤 亮太  古明地孝宏  南田 善弘 

 

 ２．前交通脳動脈瘤コイル塞栓術後脳弓梗塞を生じたくも膜下出血の１例 

(脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2019 神戸市 2019.7.11) 

古明地孝宏  佐藤 亮太  倉内 麗徳 

中村 祐貴 

 

 ３．MCA動脈瘤クリッピング（未破裂） 

(第17回 Skill-building Neurosurgical Conference 札幌市 2019.10.26) 

佐藤 亮太 

 

【心臓血管外科】 

◆学会・研究会発表 

 １．F-Pバイパス後7年目の吻合部仮性動脈瘤に対してバイアバーンを用いて破裂口閉鎖した１例 

(第39回日本血管外科学会北海道地方会（HOPES2019） 札幌市 2019.9.21) 

在原 綾香  水野 天仁  橋口 仁喜 

                                  佐々木昭彦  清水 紀宏 

 

 ２．川崎病心臓血管後遺症が疑われた若年発症の虚血性心筋症に対し、OPCABによる完全血行再建を行った１例 

(空知医師会集談会 砂川市 2019.11.27) 

橋口 仁喜 

 

  

  



 

 

３．AVR術後に大動脈基部解離を起こし、虚血性AV block・TR を発症した１例 

   (第33回日本冠疾患学会学術集会 岡山市 2019.12.13) 

武川  慶  橋口 仁喜  在原 綾香 

下野 裕依  樋口 貴哉  中島 孝之 

松谷 健一  水上 和也  清水 紀宏 

佐々木昭彦  平林 高之 

 

【皮膚科】 

◆学会・研究会発表 

１．皮膚転移を生じた悪性胸膜中皮腫の一例 

(第418回日本皮膚科学会北海道地方会 旭川市 2019.6.30) 

丸尾 亜紀  鎌田 麻子 

 

  ２．水疱性類天疱瘡治療中にM,chelonaeによる播種状抗酸菌症を生じた１例 

(第419回日本皮膚科学会北海道地方会 旭川市 2019.9.15) 

丸尾 亜紀  鎌田 麻子  菅野 莉英 

 

【泌尿器科】 

◆投稿論文 

１．前立腺癌における前立腺針生検前MRIの有用性の検討 

(泌尿器外科Vol.32 No.8 1025 -1028, 2019 ) 

小笠原卓音  橋本 浩平  小野寺耕一 

進藤 哲哉  田中 俊明  畠中 正光 

舛森 直哉 

 

◆学会・研究会発表 

１．急性単純性膀胱炎の臨床的検討 

(第107回 日本泌尿器科学会総会 名古屋市 2019.4.18) 

國島 康晴  村中 貴之  五十嵐 学 

柳瀬 雅裕   

 

２．根治的前立腺摘除術の腹圧性尿失禁に対する人工尿道括約筋挿入術の検討 

(第107回 日本泌尿器科学会総会 名古屋市 2019.4.18) 

小笠原卓音  小林  皇  村中 貴之 

國島 康晴  柳瀬 雅裕  舛森 直哉 

 

 ３．当科における急性単純性膀胱炎の臨床的検討 

(第67回 日本化学療法学会総会 東京都 2019.5.9) 

國島 康晴 

 

 ４．長期透析患者に発生した下腿カルシフィラキシスの1例 

(第407回日本泌尿器科学会北海道地方会 札幌市 2019.5.18) 

 小笠原卓音  國島 康晴  香山 武蔵 

鰐渕  敦  柳瀬 雅裕  

 ５．尿道異物の一例 

(第408回日本泌尿器科学会北海道地方会 旭川市 2019.9.21) 

國島 康晴  小笠原卓音  鰐渕 敦 

柳瀬 雅裕  高塚 慶次（北海道せき 

損センター） 



 

 

 

  ６．骨生検にて診断した尿路上皮癌による造骨性骨転移の2例 

(第408回日本泌尿器科学会北海道地方会 旭川市 2019.9.21) 

小笠原卓音  田中 俊明  進藤 哲哉 

橋本 浩平  國島 康晴  舛森 直哉 

 

７．透析症例の薬物・手術療法について 

(第2回小樽・後志泌尿器科スモールミーティング 倶知安町 2019.9.28) 

國島 康晴 

 

８．当院における80歳以上の高齢者に対する経直腸的前立腺針生検の検討 

(第84回日本泌尿器科学会東部総会 東京都 2019.10.3) 

鰐渕 敦  伊藤 直樹（NTT東日本札幌病院） 

 

  ９．骨生検が診断に有用であった、多発骨硬化像を示した尿路上皮癌の２例 

(第57回日本癌治療学会学術集会 福岡市 2019.10.24) 

小笠原卓音  田中 敏明（札幌医科大学） 

                             進藤 哲哉（札幌医科大学）  橋本 浩平（札幌医科大学） 

福多 史昌（札幌医科大学）   國島 康晴 

                舛森 直哉（札幌医科大学） 

 

１０．当院における開放腎部分切除術と腹腔鏡下腎部分切除術の検討 

(第33回日本泌尿器内視鏡学会総会 京都府 2019.11.21) 

小笠原卓音  鰐渕  敦  國島 康晴 

柳瀬 雅裕 

 

【腎透析センター】 

◆投稿論文 

１．腎移植後アデノウイルス出血性膀胱炎の3例 

(腎移植・血管外科 Vol.31 No.1 2019 ) 

柳瀬 雅裕  村中 貴之  國島 康晴 

田中 俊明  前鼻 健志 

 

◆学会・研究会発表 

１．腎移植後アデノウイルス性膀胱炎の３例 

(第35回腎移植・血管外科研究会 高山市 2019.5.17) 

柳瀬 雅裕  村中 貴之  國島 康晴 

                           田中 俊明 

 

 ２．PDカテーテル留置の実際―鏡視下手術― 

(第23回日本アクセス研究会学術集会・総会 横浜市 2019.9.28) 

柳瀬 雅裕  国島 康晴  鰐渕  敦 

小笠原卓音 

 

  ３．透析患者が低温やけどからカルシフィラキシスを発症した一例 

(第58回全国自治体病院学会 徳島市 2019.10.24) 

柳瀬 雅裕  小笠原卓音  鰐渕  敦 

國島 康晴 

 



 

 

４．①乳酸中性透析液使用患者と重炭酸中性透析液使用患者の臨床パラメーターの比較 

②北海道胆振東部地震時における当院での腹膜透析患者の対応と問題点・反省点 

(第25回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 広島市 2019.11.23) 

柳瀬 雅裕  ①國島 康晴  鰐渕 敦  小笠原卓音 

                                ②國島 康晴  山口 弥生 

 

  ５．腎移植後アデノウイルス出血性膀胱炎の３例 

(空知医師会集談会 砂川市 2019.11.27) 

柳瀬 雅裕  小笠原 卓音  鰐渕  敦 

國島 康晴 

 

【耳鼻咽喉科】 

◆学会・研究会発表 

１．「アノスミア わたしが嗅覚を失ってから取り戻すまでの物語」を読んで 

(令和元年度第5回北大耳鼻咽喉科臨床セミナー 札幌市 2020.1.27) 

川浪 康太郎 

 

【麻酔科】 

◆学会・研究会発表 

１．S状結腸壊死による汎発性腹膜炎にコリン作動性クリーゼを併発した一例 

(日本麻酔科学会 北海道・東北支部第9回学術集会 仙台市 2019.9.14) 

長谷川 栄  雨森 英彦  丸山  崇 

 

 ２．麻酔導入後に肺嚢胞の急速な拡大を認め，換気困難に陥った一例 

(日本麻酔科学会 北海道・東北支部第9回学術集会 仙台市 2019.9.14) 

松村  優 

 

 ３．下大静脈フィルター抜去困難に対して、開腹下で抜去した症例の麻酔経験 

(日本麻酔科学会 北海道・東北支部第9回学術集会 仙台市 2019.9.14) 

佐野 弘幸  糸洲 佑介（北海道大学病院） 

田中 暢洋（北海道大学病院） 瀧田 恒一（北海道大学病院） 

森本 裕二（北海道大学病院） 

 

 ４．右室二腔症に対する右室異常心筋切除術の人工心肺離脱時にPDEⅢ阻害薬が著効した一例 

(日本心臓血管麻酔学会第24回学術大会 京都市 2019.9.20) 

松村  優 

 

 ５．EVAR手術実施２年後に行ったTEVAR手術術後に発生した合併症のために救命できなかった１症例 

(日本心臓血管麻酔学会第24回学術大会 京都市 2019.9.20) 

丸山  崇 

 

６．経鼻挿管による鼻出血，血液の気管への流れ込みにより低酸素血症となり手術を延期した症例 

(日本臨床麻酔学会 第39回大会 学術集会・総会 軽井沢町 2019.11.7) 

丸山  崇 

 

  



 

 

【救急科】 

◆学会・研究会発表 

１．術中気胸診断における気管支鏡検査の有用性 

(第16回麻酔科学サマーセミナー 沖縄県国頭郡恩納村 2019.6.28) 

富田 明子 

 

２．術中気胸における気管支鏡所見の有用性 

(日本麻酔科学会 北海道・東北支部第9回学術集会 仙台市 2019.9.14) 

富田 明子 

 

３．徐放性鉄剤を大量服用し重篤化することなく軽快した１例 

(第43回北海道救急医学会学術集会 札幌市 2019.10.26) 

富田 明子  井上 望（北海道医療センター） 

塚本 祐巳（北海道医療センター）  塩谷 信喜（北海道医療センター） 

硲  光司（北海道医療センター）  七戸 康夫（北海道医療センター） 

 

【リハビリテーション科】 

◆学会・研究会発表 

１．急性期病院におけるリハビリテーション患者の足関節機能 

(第40回日本リハビリテーション医学会北海道地方会 札幌市 2019.9.14) 

齊藤 直人 

 

２．急性期病院病棟におけるリハビリテーション患者の足関節機能 

(第3回日本リハビリテーション医学会 秋季学術大会 静岡市 2019.11.15) 

齊藤 直人 

 

【歯科口腔外科】 

◆学会・研究会発表 

１．当科における口腔顎顔面外傷の臨床的検討 

(第21回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会 岐阜市 2019.7.5) 

中村 裕介  佐藤  明  浅香 卓哉 

佐藤  淳  山下 映美  北川 善政 

 

２．味覚障害患者271例における臨床的特徴と治療成績に関する検討 

(第29回日本口腔内科学会・第32回日本口腔診断学会 合同学術大会 東京都 2019.9.20) 

山下 映美  佐藤  淳  浅香 卓哉 

坂田健一郎  中村 裕介  北川 善政 

 

３．有病者の歯科治療の対応と注意点―医科歯科連携を中心に― 

(2019年度 有病者等歯科医療連携推進事業研修会 美唄市 2019.10.30) 

中村 祐介 

 

 ４．X線の知識 

(2019年度 空知歯科医師会 歯科助手講習会 滝川市 2019.11.10) 

中村 祐介 

 

  



 

 

【看護部】 

◆学会・研究会発表 

１．救命救急シミュレーション―JNAラダーⅠに合わせた取り組み― 

(2019年度 北海道看護研究学会 札幌市 2019.4.27) 

細海加代子 

 

２．入退院支援センターにおける業務分析からの課題と解決に向けた取り組み 

(2019年度 北海道看護研究学会 札幌市 2019.4.27) 

北川 裕子 

 

３．認知症初期集中支援チームにおける認知症高齢者への看護実践 

(日本老年看護学会第24回学術集会 仙台市 2019.6.6) 

福田 智子  前谷 彰子（砂川地域包括支援センター） 

米谷 和敏（砂川市保健福祉部）  吉川 美幸（砂川市保健福祉部） 

山田 律子（北海道医療大学）  大山 千尋  大辻 誠司 

内海 久美子 

 

４．A病院看護師のがん看護に対する困難感とSOCの関連 

(第24回 日本緩和医療学会学術大会 横浜市 2019.6.21) 

大嶋  守 

 

５．A病院ＩＣＵにおける離床への取り組み～リハビリテーション開始オーダー可視化の効果～ 

(第18回北海道病院学会 札幌市 2019.7.6) 

長内 佑介 

 

６．A病院地域包括ケアにレスパイトで入院したB家族の思いに関する事例研究 

(第5回地域包括ケア病棟研究大会 東京都 2019.7.27) 

藤井 恵子 

 

７．急変対応を体験したあとの新人看護師のリフレクションからの学び 

(第50回日本看護学会 看護教育学術集会 和歌山市 2019.8.7) 

新村 智宏  細海加代子 

 

８．主任看護師が認識する成長につながった支援 

(第23回日本看護管理学会学術集会 新潟市 2019.8.23) 

高野美奈子 

 

９．認定看護師が捉える特定行為研修に関する認識と要望－A病院認定看護師への実態調査から－ 

(第23回日本看護管理学会学術集会 新潟市 2019.8.23) 

細海加代子 

 

１０．A病院「がんサロン」参加患者が、ピア・サポーターになった要因分析 

(日本緩和医療学会第2回北海道支部学術大会 札幌市 2019.8.24) 

森井 佳奈 

 

１１．統合失調症患者に対する地域生活支援に関する文献検討 

(第50回日本看護学会学術集会 精神看護 福井市 2019.8.30) 

上野 浩司  横浜 太一 

 



 

 

１２．慢性呼吸器疾患看護外来での関わり－在宅人工呼吸器を装着し、自宅療養を希望した患者と家族の支援の経過－ 

(日本ACP研究会 第4回年次大会 愛知県春日井市 2019.9.15) 

能見真紀子 

 

１３．心不全患者におけるアドバンスケアプランニング（ACP)を実施した一事例 

(日本ACP研究会 第4回年次大会 愛知県春日井市 2019.9.15) 

土田 智也 

 

１４．当院における心不全緩和ケアの取り組み 

(空知・心不全カンファレンス 滝川市 2019.9.26) 

土田 智也 

 

１５．救急外来を受診するがん患者の特性と症状の分析 

(第21回日本救急看護学会学術集会 千葉市 2019.10.4) 

宮城 綾香  大嶋 守  小田島涼美 

細海加代子 

 

１６．Ａ病院におけるセル看護提供方式導入への取り組み＜第１報＞ 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

細海加代子  大嶋 守  久保 祥子 

伊藤 民子 

 

１７．Ｂ病棟におけるセル看護提供方式導入による看護実践能力の変化の検証＜第２報＞ 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

久保 祥子  細海加代子  伊藤 民子 

 

１８．Ｃ病棟におけるセル看護提供方式導入における時間外勤務と看護師の関心や思いの変化＜第３報＞ 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

大嶋 守  細海加代子  伊藤 民子 

 

１９．教育担当主任が２・３年目看護師を対象に行ったＰＤＣＡサイクルを用いた部署内教育の取り組み 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

西田 千草 

 

２０．一般病棟における患者の尊厳と倫理的課題への取り組み～抑制解除に取り組んだ事例の振り返りから～ 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

大井裕美子 

 

２１．地域包括ケア病棟における認知症高齢者の服薬自己管理を多職種で支援した１事例 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

野口 訓弘  遠藤 聡子  二瓶加奈恵 

                               千田 頼成  福田 智子 

 

２２．集中ケア認定看護師の代理意思決定支援のアプローチ～意見が異なる家族を合意形成へ導いた一事例～ 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

渡辺 静香  細海加代子 

 

  



 

 

２３．新人看護師臨床看護技術研修にローテーションを導入した取り組み～入職後早期に公平な臨床看護技術習得を目指して～ 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

中村 香織  細海加代子 

 

２４．A病院における腰椎手術後の患者に対する排尿自立ケアプログラムの有用性 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

金子  茜 

 

２５．A病院看護師のクリニカルパスの運用の現状調査とその課題 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

加藤 聰枝 

 

２６．ケアの質向上と効率化へ向けた取り組み 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

大嶋  守 

 

【薬剤部】 

◆学会・研究会発表 

１．鎮静に必要なミダゾラムの最終投与量の予測因子の検討 

(第24回 日本緩和医療学会学術大会 横浜市 2019.6.21) 

高野 陽平  田口 宏一  西崎 颯斗 

上野 英文 

 

２．フェンタニル貼付剤による鎮痛耐性に関する調査 

(第24回 日本緩和医療学会学術大会 横浜市 2019.6.21) 

西崎 颯斗  田口 宏一  高野 陽平 

三藤 陽香  上野 英文 

 

３．半減期の短いNSAIDsは深夜帯のレスキューの使用回数を増加させる 

(日本緩和医療学会第2回北海道支部学術大会 札幌市 2019.8.24) 

高野 陽平  田口 宏一  西崎 颯斗 

上野 英文 

 

４．医薬品ベンチマークシステムについて 

(2019年度全国自治体病院協議会薬剤管理研修会 東京都 2019.10.18) 

上野 英文 

 

５．トレーシングレポート（患者情報フィードバック用紙）を分析することにより得られた患者の服薬状況に関する調査報告 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

宮本 康史  竹内 里哉  小嶋 希望 

日下 陽介  山下 翔也  山下 彰太 

吉田 憲史  横山 朝子  上野 英文 

 

６．高齢心不全患者の希望に沿った治療の検討およびせん妄を考慮したルートフリーでの治療を実施した一例 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

長谷川 俊  池川 真由  宮本 康史 

上野 英文 

 

  



 

 

７．ベンゾジアゼピン系薬が誤嚥性肺炎発生に及ぼす影響についての調査・考察 

(第29回日本医療薬学会年会 福岡市 2019.11.2) 

小嶋 希望  河合 祐輔  竹内 里哉 

宮本 康史  内海久美子  上野 英文 

 

８．UGT1A1遺伝子多型によるイリノテカン（CPT-11）の用量調節と安全性 

(第29回日本医療薬学会年会 福岡市 2019.11.2) 

田中 喜倫  河合 祐輔  上野 英文 

 

９．緩和ケアで用いるお薬の話 

(第34回がんの市民講座 砂川市 2019.11.9) 

高野 陽平 

 

１０．薬剤師による臨床推論が反回神経麻痺の早期発見に寄与した症例 

(日本薬学会 第140年会 京都市 2020.3.25) 

竹内 里哉  小嶋 希望  新崎 祐馬 

上野 英文  板橋 尚秀 

 

【放射線科】 

◆学会・研究会発表 

１．1.5TMRI装置の入れ替えに伴い新しいMRI装置 Pｈilips Prodiva の紹介 

(令和元年度 空知放射線技師会秋季研修会 美唄市 2019.10.5) 

川西 倖暉 

 

２．当院のPET－CT検査 

(令和元年度 空知放射線技師会秋季研修会 美唄市 2019.10.5) 

菊地  侑 

 

３．Compressed SENSE併用T1強調画像によるVSRAD解析値の評価 

(第47回日本放射線技術学会 秋季学術大会 大阪市 2019.10.17) 

岡  雅裕 

 

４．ＩＶＣフィルター留置におけるＣＴロードマップの有用性 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

増子 陽洋 

 

 【検査科】 

◆投稿論文 

１．CTガイド下生検におけるROSEの有用性 

(北海道臨床細胞学会会報 第28巻 6-10, 2018.) 

椎名 真一  村上友理香  池田 優太

菊地 謙成  渡部 直己  岩木 宏之 

 

◆学会・研究会発表 

１．液状処理標本で推定し得た子宮癌肉腫の1例 

(第60回 臨床細胞学会総会（春期大会） 東京都 2019.6.7) 

椎名 真一  村上友理香  池田 優太 

菊地 謙成  渡部 直己  武田 直毅 

岩木 宏之 



 

 

 

２．診断に苦慮したヒトアジュバント病の１例 

(第43回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会 福島市 2019.10.5) 

吉野 伸昭  佐藤 恵美  泉水 拓巳 

樋口 貴哉  酒井 絵理  荻野 優喜 

渋谷 雅之  菊地 謙成  細田 充主 

 

３．大動脈弁狭窄症の最大血流速度計測において右胸骨アプローチが有用となる基準指標の検討 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

樋口 貴哉  吉野 伸昭  酒井 絵理

荻野 優喜  渋谷 雅之 

 

４．液状化検体細胞診により推定し得た耳下腺基底細胞腺腫の１例 

(第93回北海道医学検査学会 釧路市 2019.10.26) 

村上友理香  松本 好実  池田 優太 

長澤 雄太  椎名 真一  菊地 謙成 

渡部 直己  岩木 宏之 

 

５．当院における抗菌薬適正使用支援チームの活動 

(第93回北海道医学検査学会 釧路市 2019.10.26) 

斎藤 志穂  松浦 由佳  渋谷 雅之 

岸田 直樹  吉田 行範 

 

６．１年で増悪した大動脈弁逆流症の１例 

(第93回北海道医学検査学会 釧路市 2019.10.26) 

酒井 絵理  樋口 貴哉  荻野 優喜 

吉野 伸昭  渋谷 雅之  菊地 謙成 

 

７．surepath法における子宮内膜細胞診検体の固定時間による影響 

(第40回北海道臨床細胞学会総会並びに学術集会 札幌市 2019.11.24) 

椎名 真一  村上友理香  池田 優太 

菊地 謙成  渡部 直己  武田 直毅 

岩木 宏之 

 

 

８．左室駆出率計測時における長径短縮率を用いた収縮能評価の有用性 

(日本超音波検査学会 第37回北海道地方会学術集会 札幌市 2019.12.14) 

樋口 貴哉 

福西 雅俊（北海道社会事業協会帯広病院） 

酒井 絵理  泉水 拓巳  荻野 優喜 

吉野 伸昭  渋谷 雅之 

 

【臨床工学科】 

◆学会・研究会発表 

 １．当院で救命し得たPCPS症例 

(第2回 北海道体外循環セミナー 札幌市 2019.5.11) 

足達  勇 

 

  



 

 

２．当院のハイパーサーミア業務の実情と課題 

(第29回 日本臨床工学会 盛岡市 2019.5.18) 

足達  勇  千田 綾香  齊藤 卓也 

金野 雄太  遠山  亮  佐々木勇人 

中鉢  純  三浦 良一  田口 宏一 

 

３．透析室でのフットケアに臨床工学技士が介入して～当院の実施状況と取り組み～ 

(第64回日本透析医学会学術集会・総会 横浜市 2019.6.28) 

大谷 励生  三浦 良一  柳瀬 雅裕 

 

４．変行伝導による心室波の波高低下に伴うT派のoversenceにより不適切作動を起こした１例 

(第66回日本不整脈心電学会学術大会 横浜市 2019.7.24) 

斎藤 卓也  水上 和也  遠山  亮 

足達  勇  三浦 良一  平林 高之 

 

５．透析患者が低温熱傷からカルシフィラキシスを発症した一例 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

大谷 励生  中鉢  純  三浦 良一 

小笠原卓音  柳瀬 雅裕 

 

【リハビリテーション科】 

◆学会・研究会発表 

１．若年性アルツハイマー型認知症に対する楽しさプログラムの探索的実施と効果の検討 

(第20回日本認知症ケア学会大会 京都市 2019.5.25) 

大山 千尋  本家 寿洋（札幌医療大学大学院） 

                   内海久美子 

 

２．過去の楽しさを思い出す介入と達成感の楽しさにより作業動機づけが改善した重度若年性アルツハイマー型認知症の事例 

(第29回 日本作業行動学会学術集会 大阪市 2019.6.8) 

大山 千尋  本家 寿洋（札幌医療大学大学院） 

 

３．呼吸器疾患患者のセルフマネジメント行動定着のための要因～地域包括ケア病棟でのPOCリハを通じて～ 

(第53回日本作業療法学会 福岡市 2019.9.6) 

浅野 祐平  浅野友佳子（文屋内科消化器科医院） 

 

４．地方病院患者における環境整備の問題点～退院後訪問指導と地域連携の重要性～ 

(第53回日本作業療法学会 福岡市 2019.9.6) 

鈴木 勝也  浅野友佳子（文屋内科消化器科医院） 

 

５．Parkinson病患者に対する自己校正獲得に向けた介入～感覚統合に着目した１症例を通して～ 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

玉川 聖仁 

 

６．変形性膝関節症後、DLOを施行された患者さんの歩行の獲得に難渋した一例 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

岩村  圭 

 

  



 

 

７．当院地域包括ケア病棟における転倒とFIM項目の関係 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

山口  諒  水沼  彩  森川 啓子 

小野寺智和  齊藤 直人 

 

【栄養管理室】 

◆学会・研究会発表 

１．液体塩麴を使用した肉の軟化について 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

下坂  香  野田  順  佐々木千春 

新崎 寛子  越智みずき  中村 那津 

大坂 理沙  松田 玲奈 

 

【認知症疾患医療センター】 

◆学会・研究会発表 

１．MCIあるいは認知症の診断直後における本人及び家族の心理的変化（第 2報） 

(第34回 日本老年精神医学会 仙台市 2019.6.6) 

柳渡 彩香  福田 智子  大辻 誠司 

江本 雄泰  姫野 大作  石田 智隆 

内海久美子   

 

２．認知症ケアチームにおける看護師のリーダーシップ，多職種との連携 

(第38回日本認知症学会学術集会 東京都 2019.11.7) 

福田 智子  内海久美子 

 

【事務局】 

◆学会・研究会発表 

１．筋萎縮性側索硬化症の療養先の選定についてMSWが関わった事例報告 

(日本ACP研究会 第4回年次大会 愛知県春日井市 2019.9.15) 

及川 佑介  米川 由梨  髙橋 明央 

                                山内 理香  田口 宏一 

 

２．高齢者施設における心不全管理に関する現状調査 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

長谷川友里  清水 紀宏  土田 智也 

                           走出亜理沙   

 

３．訪問看護によって生きる意味を見出すことができた一事例ＡＹＡ 世代のがん終末期患者に実施したディグニティケアの実際 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

森  佳子 

 

４．入退院支援センターを利用した患者・家族の満足度調査 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

北川 裕子 

 

５．近代化に伴うスマートフォン導入 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

岩織 大樹 

 



 

 

６．未コード化傷病名減少への原因分析と対策 

(第58回全国自治体病院学会in徳島 徳島市 2019.10.24) 

箭原明日菜 

 

７．当院における泌尿器科データベース化への取り組み 

(日本医師事務作業補助研究会 第9回全国大会 in 福岡 福岡市 2019.11.9) 

林 奈津子  角田 志織  清水野広美 

                          柳瀬 雅裕 

 

８．放射線診断未確認レポートの点数における医師事務作業補助者の役割 

(日本医療マネジメント学会 第19回北海道支部学術集会 札幌市 2019.11.16) 

佐々木 智子  加藤 拓也 

 

９．医療安全、医療安全質向上に向けて－第２報－ 

(空知医師会集談会 砂川市 2019.11.27) 

佐々木昭彦 

 


