業績報告

論文・学会発表・講演
◎内

６）柏原健伸、泉谷省晶、酒井
室石豊輝、柿木嘉平太、中野

勉、安田秀明、
学、藤岡正彦、

村本信吾、吉村光弘

科
＜原

リウマチ性多発筋痛様症状で発症した巨細胞性動脈

著＞

炎の１例

１）吉村光弘

第 227 回日本内科学会北陸地方会例会 金沢

最新鋭放射線治療装置の地域病院での導入

2015.9.6

－地域に潜在する治療適応患者にもたらす恩恵―
新医療 12：5357.2015

＜学

７）岩本龍哉、泉谷省晶、藤岡正彦、吉村光弘、
荒井美奈子

会＞

強皮症腎クリーゼにより急性腎不全を呈し、維持透

１）柿木嘉平太

Helicobacter pylori ２次除菌療法にて抗菌剤起因性
急性出血性腸炎を来した２例
第 89 回日本感染症学会総会 京都 2015.4.16

画像と組織診断から、進行過程を把握できた糖尿病

第 58 回日本腎臓学会 名古屋 2015.6.7

性視神経炎の１剖検例
勉、

朗、村田義治、

藤岡正彦、吉村光弘
慢性Ｃ型肝炎に対するペグインターフェロン・リバ
ビリン併用療法中に、糖尿病性ケトアシドーシスで
発症した１型糖尿病の１例
第 226 回日本内科学会北陸地方会例会 福井
2015.6.21
４）柏原健伸、泉谷省晶、吉村光弘
リウマチ性多発筋痛症様の症状で発症した MPOANCA 関連血管炎の２例
第 73 回中部日本糸球体腎炎談話会 名古屋
2015.7.11
５）柿木嘉平太
ERCP 困難症例に対する Cannulation Strategy：症例
提示
第 2 回北陸胆膵内視鏡 Round Table 金沢
2015.7.31

2015.9.26

佐伯智幸

IgA 腎症の臨床所見と治療の変遷 ｐ -375

安田秀明、室石豊輝、山下

第 23 回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会 金沢

８）村本信吾、中島理晋、吉村光弘、室石豊輝、

２）越野瑛久、吉村光弘、古市賢吾、和田隆志

３）岩本龍哉、村本信吾、柿木嘉平太、酒井

析に陥った１例

第 89 回日本糖尿病学会中部地方会 静岡
2015.10.4
９）柿木嘉平太、酒井勉、安田秀明、中村勇一、
牛島

聡、中泉治雄

当院で経験した Collagenous colitis 症例の検討
JDDW2015 東京 2015.10.9
10）村本信吾、柿木嘉平太、吉村光弘
死亡１か月前の造影 CT にて指摘しえなかった膵多
形細胞型退形成癌の１剖検例
第 26 回日本老年医学会北陸地方会 富山
2015.10.17
11）柿木嘉平太
治療に難渋した潰瘍性大腸炎の１例
第 18 回 IBD ミニカンファレンス 金沢
2015.10.30
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12）吉村光弘、酒井

勉、安田秀明、村本信吾、

多田久美子、伊徳智恵美、澤田

勉、島田真弓、

磯部孝志

〈講演会等〉
１）吉村光弘
IgA 腎症、扁摘どうする？

病院電子カルテのタブレット保存による訪問診療へ

金沢腎セミナー 2015.9.19

の利用
第 35 回医療情報学連合大会（第 16 回日本医療情報

２）吉村光弘

学会学術大会）沖縄コンベンションセンター

キャリア教育講演会

2015.11.3

世の中に役立つ何かを成し遂げる喜び

－医学を専

攻する－
13）亀谷仁郁、柿木嘉平太

七尾高校 2015.10.31

機能性下痢症に対する補中益気湯の使用経験
第 17 回日本神経消化器病学会 沖縄 2015.11.12

３）吉村光弘
出前講座「病気にならない食事と生活」

14）柏原健伸、柿木嘉平太、酒井

勉、安田秀明

中村勇一

豊川公民館 2015.4.9
サンライフプラザ 2015.6.20

十二指腸胆道逆流による胆管閉塞に対して
Antireflux stent が有用であった膵頭部癌の１例
第 106 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会 金沢
2015.11.29

◎小 児 科
＜論

文＞

１）和田英男、田崎優子、池野
15）柿木嘉平太

郁、岡本浩之

出生日の画像所見が大きく変化した新生児卵巣嚢腫

治療経過中に汎血球減少を来した潰瘍性大腸炎

－新生児卵巣嚢腫管理における小児科医の役割―

第 7 回 IBD セミナー北陸 IN 能登 七尾

公立能登総合病院医療雑誌 26 8-11 2015

2016.2.5
２）和田英男
16）亀谷仁郁、柿木嘉平太、酒井

勉、安田秀明

中村勇一

に関するアンケート

当院の糖尿病患者における H.pylori 除菌療法の検討
第 12 回日本消化管学会総会
17）柏原健伸、真弓卓也、山下
安田秀明、酒井

東京

公立能登総合病院医療雑誌 26 12-15 2015

2016.2.26

朗、中野

学

勉、柿木嘉平太、藤岡正彦

村本信吾、吉村光弘
急性心筋梗塞に急性脳底動脈閉塞を合併した１例
第 228 回日本内科学会北陸地方会例会
2016.3.13

保育園児に対する感染症およびアレルギー疾患対策

富山

＜学

会＞

１）野口和寛、松田裕介、池野郁、和田英男
稀となった腰椎穿刺 現状と今後
第 13 回日本小児科学会石川地方会 金沢 2015.9
２）野口和寛、松田裕介、池野

郁、和田英男、

田崎優子
子宮収縮抑制剤の関連が疑われた新生児高カリウム
血症の双胎例

業績報告

第 37 回石川県周産期新生児研究会 金沢 2016.3

◎外

科
〈全国学会〉

３）野口和寛、松田裕介、池野郁、和田英男
偶然発見された限局性結節性過形成の２例
第 316 回日本小児科学会北陸地方会

富山

2016.3

１）牛島

聡、石黒

要、中泉治雄、角谷慎一、

柿木嘉平太、中村勇一、佐藤勝明、上田善道
嘔吐を主訴として救急搬送されたことから内視鏡診
断、腹腔鏡手術されたバレット食道腺癌の１例
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋市

＜症例検討会＞
１）池野

2015.5.29 ～ 31

郁

初発時高血圧であったネフローゼ症候群の女児

２）牛島

聡

第 21 回能登地区小児科症例検討会 2015..5.21

大建中湯は開腹手術後の腸管機能不全回復を促進する
第 66 回日本東洋医学会学術総会 富山

２）野口和寛

2015.6.12 ～ 14

当院で１年間に経験したアナフィラキシー９例
第 22 回能登地区小児科症例検討会 2015.10.22

３）石黒

要、若木千恵、明円美幸、田嶋

勇、

岡崎律江、樫村美智子、竹花友里、高名祐美、

＜講

演＞

１）和田英男

徳楽正人、牛島 聡
当院における在宅緩和の現状と問題点について

事例で学ぶ学校での緊急対応 2015

第 20 回日本緩和医療学会学術大会 横浜

七尾市学校保健会 2015.6.18

2015.6.18 ～ 20

２）和田英男
心肺蘇生法体験
市立とりやのの保育園 2015.7.1

４）牛島

聡、石黒要、徳楽正人、守友仁志、

古川幸夫
漢方は転移再発大腸がん治療の全経過で有用である
第 70 回日本消化器外科学会総会 浜松市

３）和田英男

2015.7.15 ～ 17

鹿西小学校２年生 PTCA 活動
中能登町立鹿西小学校 2015.7.4

５）牛島

聡、石黒要、徳楽正人、守友仁志、

古川幸夫
４）和田英男

知っておくと役に立つ処方、桃核承気湯

小児救急出前講座

第 25 回外科漢方研究会学術集会 第 77 回日本臨床

七尾市救急講座 ( サンライフプラザ ) 2015.9.26

外科学会総会サテライトシンポジウム 福岡市

中能登町立あおば保育園 2015.10.10

2015.11.17

ななおあいじ保育園 2015.11.7
幼保連携型認定こども園ひまわり 2015.11.14

６）石黒

要、徳楽正人、守友仁志、牛島

聡

和倉保育園 2015.11.28

当院における超高齢者に対する大腸癌手術の現状

羽咋ゆりかご保育園 2015.12.5

腹腔鏡手術と術後せん妄との関連について
第 77 回日本臨床外科学会総会 福岡 2015.11.27
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７）石黒

要、徳楽正人、守友仁志

◎脳 神 経 外 科

メッシュプラグによる大腿ヘルニア修復術後に腹腔鏡
下に修復を行った閉鎖孔ヘルニアの１例
第 28 回 日 本 内 視 鏡 外 科 学 会 総 会

〈論

文〉

１）Kazui H, Miyajima M, Mori E, Ishikawa M,
大阪

2015.12.10 ～ 12

SINPHONI-2 Investigators (including Hashimoto M
& Kita D).
Lumboperitoneal shunt surgery for idiopathic

〈地方会〉
1）石黒

要、徳楽正人、守友仁志、古川幸夫、

牛島

normal pressure hydrocephalus (SINPHONI-2): an
open-label randomised trial.
Lancet Neurology 14(6): 585-94, 2015

聡

超高齢者における腹腔鏡補助下大腸切除術と術後せ
２）喜多大輔、林

ん妄との検討
第 49 回北陸内視鏡外科研究会 金沢 2015.11.27

康彦、牧野

勇、朴

在鎬、

中田光俊
膵癌術後に逆行性シャント感染を来した 1 例―腹部術

〈講演会等〉
１）牛島

聡

後シャント感染症例の報告とその取扱いについて―
日本正常圧水頭症学会 proceedings 2016

消化器症状（嘔気、嘔吐）、倦怠感
医師に対する緩和ケア研修会 金沢医科大
2015.6.27 ～ 28

３）Daisuke Kita, Yasuhiko Hayashi, Issei Fukui,
Masahiro Oishi, and Mitsutoshi Nakada
Simultaneous ventriculoperitoneal shunt removal

２）牛島

聡

and endoscopic third ventriculostomy for 3 patients

化学療法、放射線療法の合併症とリスク管理

previously treated for intracranial germ cell tumors

第 5 回がんのリハビリテーション研修 ワークショ

more than 20 years ago

ップ金沢医科大 2015.8.8 ～ 9

Child's Nervous System 2016 in press

３）牛島

〈学会発表〉

聡

消化器症状（嘔気、嘔吐）、倦怠感

１）喜多大輔、南部

育、朴

在鎬、橋本正明

医師に対する緩和ケア研修会 金沢医科大

虚 血 性 脳 血 管 障 害 と 脂 質 異 常 症 特 に Branch

2015.10.24 ～ 25

atheromatous disease(BAD) に注目して
第 18 回千里浜脳循環代謝カンファレンス 金沢

４）牛島

聡

2015.5.10.

消化器症状（嘔気、嘔吐）、倦怠感
医師に対する緩和ケア研修会 金沢医科大
2016.2.27 ～ 28

２）朴

在鎬、喜多大輔、柏原健伸、得田和彦

吉田優也、中島良夫、木谷隆一
新規抗凝固薬に関連する出血性合併症にどう向き合

５）牛島聡

うのか

化学療法、放射線療法の合併症とリスク管理

第 15 回 呉東脳神経外科医勉強会 魚津

第 6 回がんのリハビリテーション研修 ワークショップ

2015.6.19

金沢医科大
2016.3.5 ～ 6

業績報告

３）朴

在鎬、吉田優也、中島良夫、木谷隆一

性腫瘍患者に対するシャント離脱―3 例の経験より

環椎椎弓切除にて予後良好な軸椎歯突起後方偽腫瘍

第 8 回日本水頭症脳脊髄液学会 東京（順天堂大学）

の１例

2015.11.22.

第 30 回 日本脊髄外科学会 札幌 2015.6.25.
10）喜多大輔、林
４）喜多大輔、林

康彦、牧野

勇

康彦、福井一生

VP シャント後に両側眼瞼下垂を生じた 1 例

膵癌術後に 逆行性シャント感を来した 1 例

第 10 回石川 CSF フォーラム かほく市 2016.1.8.

第 9 回石川 CSF フォーラム 金沢 2015.7.3.
11）朴
５）柏原健伸、喜多大輔、朴
中野

在鎬、真弓卓也、

学、村田義治、見崎孝一、毛利正直、

内山尚之

在鎬、喜多大輔、柏原健伸

転 倒 に よ る 対 側 頭 部 打 撲 で 発 症 し た contrecoup
skull fracture の 2 症例
第 39 回 日本脳神経外傷学会 仙台 2016.2.26.

急性期脳底動脈閉塞症に心筋梗塞を合併した１例
第 89 回脳神経外科学会中部地方会

名古屋大学

12）喜多大輔、林

康彦、牧野

勇、朴

在鎬、

中田光俊

2015.9.12.

膵癌術後に逆行性シャント感染を来した１例―腹部
６）D. Kita, Y. Hayashi, I. Fukui, M. Oishi, C. Park, and

術後シャント感染症例の報告とその取扱いについて

M. Nakada

第 17 回日本正常圧水頭症学会 山形

Comparison between pre-operative MRI and intra-

2016.3.19-20.

operative endoscopic findings for idiopathic normal
pressure hydrocephalus
The 7th Meeting of the International Society for

◎皮 膚 科

Hydrocephalus and CSF Disorders, September 19
-21, 2015

Fairmont Banff Springs Hotel, Banff,

Canada

〈学

会〉

１）荒井美奈子、越後岳士、小山岳海
SAPHO 症候群の１例
第 114 回日本皮膚科学会総会 横浜 2015.5.30

７）喜多大輔、林
中田光俊、朴

康彦、福井一生、大石正博、
在鎬、橋本正明

特発性正常圧水頭症の脳室内所見に関する検討
第 74 回日本脳神経外科学会総会 札幌
2015.10.14-16.

２）谷内克成、酒井勉、森田礼二
北陸地方で初めて確認された重症血小板減少症候群
（SFTS）
第 448 回日本皮膚科学会北陸地方会 金沢
2015.12.13

８）喜多大輔
「社会人と語る会（高校 2 年生対象）」
金沢泉丘高校 2015.11.3.

〈講演会〉
１）谷内克成
ヘルペスウイルス感染症の経験例、付、SFTS の１例

９）喜多大輔、林
中田光俊、朴

康彦、福井一生、大石正博、

能登の皮膚科医会 七尾番伊 2015.10.23

在鎬、橋本正明

20 年以上前に VP シャントが行われた頭蓋内胚細胞

２）谷内克成
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地方でみられる皮膚疾患：教科書には書いてない治

◎眼

科

療のポイントと知っておきたい知識
金沢大学医学部皮膚科学教室クルズス 金沢
2016.2.12

〈原著・論文〉
１）佐伯智幸
精密眼底検査デジタル化技術の開発
公立能登総合病院医療雑誌 26：4-7,2015

〈学

◎泌 尿 器 科
〈学
１）南

秀朗、上木

会〉

会〉

１）佐伯智幸

修、池田沢子（外来化学療法部）、

北野祐子（外来化学療法部）、川口光平

ベッドサイドで使用する視野検査器の試作
第 335 回金沢眼科集談会 金沢市 2015.4.26

前立腺癌患者を対象とした Degarelix 注射に伴う疼
２）佐伯智幸

痛評価とその皮膚反応の調査
－従来からある Leuprolide、Goserelin acetate との

ベッドサイドで使用可能な視野検査器の開発

比較―

第 69 回日本臨床眼科学会 名古屋 2015.10

第 103 回日本泌尿器科学会総合

金沢

〈講演会〉

2015.4.21
１）佐伯智幸
２）南

秀朗、前田雄司（公立松任石川中央病院泌尿

器科）、上木

修、飯島将司（金沢大学医学部泌

尿器科学教室）、中野泰斗、川口光平
腹腔鏡下前立腺全摘除術後の吻合部不全に対してＳ

「色覚の基礎と色覚検査」色覚検診研修会 ( 主催：金
沢市医師会 )
金 沢 市 保 健 所 ３ 階 駅 西 健 康 ホ ー ル「 す こ や か 」
2015.5.21

－Ｊステント留置が著効した１例
第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 東京
2015.11.20

２）佐伯智幸
「色覚異常について」
（児童生徒の学校健診等に関する学校医研修会）( 主

３）中野泰斗、南秀朗、上木修、川口光平、上田善道
（金沢医科大学附属病院病理部）

催：石川県医師会 )
石川県医師会館４階研修室 2016.2.19

腎尿管膀胱全摘により確定した筋層浸潤性左尿管腺
癌の１例
第 65 回日本泌尿器科学会中部総会 岐阜

◎ 歯科口腔外科
〈シンポジウム〉

2015.10.24
１）長谷剛志

〈講演会〉
１）南

秀朗

地域の食形態連携から始める誤嚥性肺炎予防―能登
「食形態マップ」の取り組みー

夜間頻尿 Up date

第 21 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術

―もう外来で困らないー

大会 京都 2016.9.11 ～ 12

七尾市泌尿器学術講演会 七尾 2016.6.24
２）長谷剛志
「食形態マップ」の作成と地域包括型食支援の取り組

業績報告

公立能登総合病院医療雑誌 26 19-22.2015

み
平成 27 年度地域包括医療・ケア研修会 東京

２）松本牧子、野村由紀恵、杉本真希、坂本純子、

2016.1.16

鈴木

孝、元橋由紀、白山

修

当院における下肢静脈エコーの実施状況とその考察

〈ポスター〉
１）小山岳海、辻井寛子、前田美紀、藪越文佳、

－ DVT の検出率と D ダイマーとの関係―
公立能登総合病院医療雑誌 26 23-27.2015

石垣敦子、長谷剛志
当院における胃瘻造設時嚥下機能評価と造設予後
第 21 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術

３）小林

治、森田絹代、鹿住祐子、村本信吾

希少菌種 Mycobacterium septicum を検出した市中

大会 京都 2016.9.11 ～ 12

肺炎の１例
２）小山岳海、長谷剛志、石宮

舞、小島敦志、

日本臨床微生物学会 26 2 46-52.2016

川尻秀一

〈学会発表〉

下顎骨の疼痛を契機に発見された SAPHO 症候群の

１）橋本哲夫、河嶋友美、西田秀昭、佐藤勝明 ( 金沢

１例
第 60 回日本口腔外科学会総会・学術集会

名古屋

医科大学 )、上田善道（金沢医科大学）、田中卓二
（岐阜市民病院）

2015.10.16 ～ 18

尿管原発腺癌の１例
第 54 回 日 本 臨 床 細 胞 学 会 秋 期 大 会

〈ワークショップ〉

名古屋

2015.11.22

１）長谷剛志、柿木嘉平太
Assessment of swallowing function using Eating/

２）高田孝友

Deglutition Classification on gastrostomy

高感度 HBs 抗原試薬におけるコンタミの有効の検討

JDDW2015 東京 2015.10.8 ～ 11

石川県臨床衛生検査技師会第 2 回能登地区研修会
穴水 2015.12.5

〈ミニレクチャー〉
１）長谷剛志
「食べる機能」の評価とは―嚥下内視鏡検査（VE）

３）武田

遼

の活かし方―

胆汁細胞診で認められた扁平上皮癌の１例

第 60 回日本口腔外科学会総会・学術集会 名古屋

石川県臨床衛生検査技師会第 2 回能登地区研修会
穴水 2015.12.5

2015.10.16 ～ 18

４）橋本哲夫
心嚢水貯留で発症した悪性リンパ腫の２例

◎ 臨床検査部
〈原

石川県臨床衛生検査技師会第 2 回能登地区研修会

著〉

１）西田秀昭、橋本哲夫、河嶋友美、武田

遼、

穴水 2015.12.5

田中卓二（岐阜市民病院）
12 年後に尿細胞診で診断された皮膚原発悪性黒色腫
の膀胱転移

５）森田絹代
アンチバイオグラムの有効活用について
石川県臨床衛生検査技師会第３回能登地区研修会

公立能登総合病院医療雑誌 Vol.27（2016）

恵寿総合病院 2016.2.13
６）武田

遼、西田秀昭、橋本哲夫、河嶋友美

男性乳癌の１例
第 41 回石川県医学検査学会 金沢 2016.3.13

◎ リハビリテーション部
〈学会・研究会〉
１）長井康広
上腕骨外科頚骨折術後に胸郭出口症候群症状を呈し
た１症例
日本運動器徒手理学療法学会第３回学術集会 金沢
2015.9
２）藪越文佳
食形態の地域連携を目指してー「食力の会」の取り
組みにおけるＳＴの役割―
北陸言語聴覚学術集会 金沢 2015.10.18
３）藪越文佳
語義失語を呈し、家族間のコミュニケーションに問
題を抱えている前頭側頭葉萎縮症の１例
金沢Ｃ . Ｃ 2015.3

〈講

演〉

１）藪越文佳、藪越康夫
心配のない物忘れ・心配な物忘れ
中島町わいわいカフェ 能登演劇堂 2015.12
２）織平秀一
出前講座「転ばぬ先の杖～活動的な生活を送るために～」
敬老の日のお祝い 浜万行町内自治会

