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論文・学会発表・講演

◎ 内　科
〈学会発表〉

１）北村 浩司、八重樫 貴紀、泉谷 省晶、高畠 央、

　　山端 潤也、中野 学、藤岡 正彦、村本 信吾、

　　吉村 光弘

コアグラーゼ陰性ブドウ球菌による化膿性心膜炎を

来し保存的に経過観察し得た維持透析中の１例

医学生研修医の日本内科学会ことはじめ2019名古屋

2019/4/27　ポートメッセなごや

２）北村 浩司、高畠 央、八重樫 貴紀、中野 学、

　　山端 潤也、中村 勇一、藤岡 正彦、村本 信吾、

　　吉村 光弘

糖尿病の悪化を契機に実施した膵液細胞診により診

断しえた長径11mmの切除可能膵癌の１例

第238回日本内科学会北陸地方会

2019/6/16　福井大学医学部

３）河上 帆乃佳、町谷 知彦、藤原 秀、高畠 央、

　　八重樫 貴紀、山端 潤也、中野 学、泉谷 省晶、

　　村本 信吾、吉村 光弘

シベンゾリンによる重症筋無力症様の症状を呈した

高齢男性の１例

第239回日本内科学会北陸地方会

2019/9/1　金沢医科大学病院

４）竹内 良太朗、山端 潤也、村本 信吾

糖尿病治療４年目に多血症で発病し、22年後に骨

髄線維症の白血病化で死亡した１剖検例

第93回日本糖尿病学会中部地方会

2019/9/7　福井フェニックス・プラザ

５）山端 潤也、泉谷 省晶、藤岡 正彦、吉村 光弘

直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）の過量投与によ

り出血性合併症を来した高齢者の２例

第49回日本腎臓学会西部学術大会

高知市文化プラザかるぽーと

６）湊 友佑、村本 信吾、吉村 光弘

２型糖尿病性低血糖脳症にて、著明な脳萎縮をきた

して死亡した１剖検例

第30回日本老年医学会北陸地方会

2019/10/26　富山大学杉谷キャンパス

７）辻本 有瑳、山端 潤也、泉谷 省晶、藤岡 正彦、

　　吉村 光弘

左腋窩に副乳癌を発症した高齢男性透析患者の１例

第27回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会

2019/11/2　金沢市アートホール

８）湊 梨穂、河上 帆乃佳、辻本 有瑳、中社 泰雅、

　　湊 友佑

成人胃軸捻転症の１例～診察から治療まで～

第４回石川県研修医学会

2020/2/1　金沢大学附属病院

９）中社 泰雅、八重樫 貴紀、高畠 央、山端 潤也、

　　中野 学、藤岡 正彦、村本 信吾、吉村 光弘

抗癌剤投与ルートの上肢血栓性静脈炎を契機に肺塞

栓を発症した膀胱癌の１例

第240回日本内科学会北陸地方会

2020/3/22　ボルファートとやま

〈研究会発表〉
１）山端 潤也

高齢者の薬物療法

第２回能登CKD対策講演会

2019/11/2　番伊

〈講　　演〉
１）山端 潤也

2019年の能登総合病院地域連携～顔が見える関係、

話し合える体制に向けて～

第１回介護・医療連携研修会及び意見交換会

2019/11/27　公立能登総合病院

２）山端 潤也

公立能登総合病院の役割と地域連携～2019・2020

年　顔が見える関係、話し合える体制に向けて～

地域連携の集い－病院と開業医をつなぐ会－

2020/2/5　番伊
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◎ 外　科
〈全国学会〉

１）牛島 聡

一般発表（ポスター）

漢方は消化器外科周術期の必須アイテムである

第70回日本東洋医学会学術集会

2019/6/30　東京

２）牛島 聡、杉田 浩章、石黒 要、徳楽 正人、

　　守友 仁志

一般発表（デジタルポスター）

大腸憩室炎症例の臨床的検討

第74回日本消化器外科学会総会

2019/7/19　東京

３）石黒 要、鈴木 勇人、徳楽 正人、守友 仁志

一般発表（口演）

当院で行っている腹腔鏡補助下右半結腸切除術

～膵周囲剥離～

第32回日本内視鏡外科学会総会

2019/12/5～12/7　横浜

〈研 究 会〉
１）牛島 聡

胃手術の周術期漢方（口演）

第29回外科漢方フォーラム学術集会

2019/11/15　高知

◎ 小児科
〈原著・論文〉

１）釜蓋 明輝、松田 裕介、池野 郁、和田 英男、

　　小山 岳海、棚木 直人

スガマデクスによるアナフィラキシーを発症した１例

公立能登総合病院医療雑誌　30: 1-4, 2019

２）和田 英男、釜蓋 明輝、松田 裕介、池野 郁、

　　富澤 英樹

早発型Ｂ群レンサ球菌感染症予防のための周産期対策

公立能登総合病院医療雑誌　30: 5-8, 2019

３）和田 英男、釜蓋 明輝、松田 裕介、池野 郁

経母乳感染が疑われた遅発型Ｂ群レンサ球菌感染症

公立能登総合病院医療雑誌　30: 9-13, 2019

〈学会・研究会発表〉
１）竹内 良太郎、金子 修也、松田 裕介、池野 郁、

　　和田 英男

主要症状が２つの不全型川崎病１歳男児例

第20回日本小児科学会石川地方会

金沢　2018.9.15

２）松田 裕介、釜蓋 明輝、金子 修也、池野 郁、

　　和田 英男

治療後の経過が対照的だった化膿性仙腸関節炎の２例

第51回小児感染症学会　旭川　2019.10.26

３）金子 修也

胸痛と発熱で発見された肺化膿症の一例

第29回能登地区小児科症例検討会　

七尾　2018.5.30

４）金子 修也

特徴的な画像所見から診断に至った左主気管支異物

の１例

第30回能登地区小児科小児科症例検討会　

七尾　2018.10.17

〈講　　演〉
１）和田 英男

　心肺蘇生法体験

　とりやのの保育園　2019.7.3

　小丸山認定こども園　2019.9.2

２）和田 英男

　こどもの病気の対処法

　七尾みなとこども園　2019.8.24

　とぎ保育園　2020.2.1

◎ 脳神経外科
〈論　　文〉

１）喜多 大輔、東 壮太郎、川北 慎一郎、折笠 秀樹

能登脳卒中地域連携クリティカルパス再登録状況に

よる脳卒中再発病型の検討

脳卒中　41: 355-61, 2019

２）Kita D, Park C, Hayashi Y.

Aqueductal Developmental Venous Anomaly 
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Presenting with Mimic Symptoms of Idiopathic 

Normal Pressure Hydrocephalus in An Elderly 

Patient: A Case Report

NMC Case Rep J. 6: 83-86, 2019

３）吉田 優也、村松 直樹、新多 寿

遅発性脳血管攣縮を来した脳室穿破を伴う脳内出血

の１例

脳卒中　第41巻第４号　311-315, 2019

〈学会発表〉
１）圓角 文英

脳卒中の予防と対応－安心して下さい、間に合いま

すよ－

脳卒中予防教室　令和元年６月７日　七尾市

２）圓角 文英

脳卒中の予防と対応－安心して下さい、間に合いま

すよ－ 

脳卒中予防教室　令和２年１月24日　

七尾市田鶴浜地区コミュニティセンター 

３）圓角 文英

石川県の災害医療体制－今そこにある危機からの避

難－ 

七尾市医師会　緊急時医療研修会

令和２年１月29日　公立能登総合病院 

４）圓角 文英、吉田 優也、喜多 大輔

ドクヘリ導入後の脳外科診療の変化－ドクヘリ後発

地域の小さな一歩－ 

第25回日本脳神経外科救急学会　

令和２年２月７日　川越プリンスホテル 

５）喜多 大輔

シャント逆行性感染による脳室内膿瘍

第32回中部内視鏡研究会　

平成31年４月20日　岐阜

６）喜多 大輔、松前 光紀

特発性正常圧水頭症ガイドライン第３版、クリニカ

ルクエスチョン「特発性正常圧水頭症の治療に有用

なシャントシステムはどれか？」

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業

特発性正常圧水頭症の病因、診断と治療に関する研

究班会議

令和元年６月１－２日　東京（順天堂大学）

７）喜多 大輔

高齢者てんかん診療のコンセプト

能登地区薬薬連携「てんかんの勉強会」（大塚製薬

主催）

令和元年７月25日　七尾市（能登総合病院）

８）喜多 大輔

シャントシステムに関するエビデンス

第17回石川CSFフォーラム　令和元年８月２日

金沢（ホテルトラスティ金沢）

９）喜多 大輔、吉田 優也、圓角 文英、林 康彦、

　　中田 光俊

髄液腹腔シャント後患者に対する腹部手術とその対

応について

第78回日本脳神経外科学会総会

令和元年10月10日　大阪（大阪国際会議場）

10）喜多 大輔、吉田 優也、圓角 文英、福井 一生、

　　林 康彦、中田 光俊

良性病変による成人中脳水道狭窄症とその成因に関

する考察

第26回日本神経内視鏡学会

令和元年11月７日　横浜（パシフィコ横浜）

11）喜多 大輔

脳卒中治療の進歩

脳卒中市民公開講座

令和元年11月16日　輪島市（市立輪島病院）

12）喜多 大輔、林 康彦、吉田 優也、圓角 文英、

　　中田 光俊
小児～青年期発症の中脳水道狭窄症症例に関する検討

第12回日本水頭症脳脊髄液学会

令和元年11月24日　東京（東京堂ホール）

13）喜多 大輔

iNPHにおける前向き研究とSINPHONI-3の課題

第18回石川CSFフォーラム　令和２年１月10日

かほく市（かほく中央図書館）
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14）吉田 優也、喜多 大輔、圓角 文英

石川県能登地区の地域中核病院における脳血管内治

療の現状

第91回石川脳血管障害研究会

令和元年８月24日　石川

15）吉田 優也、喜多 大輔、圓角 文英

石川県能登地区の地域中核病院における脳血管内治

療の現状

七尾市医師会学術講演会

令和元年８月27日　石川

16）吉田 優也、喜多 大輔、圓角 文英

石川県能登地区の地域中核病院における脳血管内治

療の現状

第35回日本脳神経血管内治療学会学術総会

令和元年11月21日－23日　福岡

17）吉田 優也、喜多 大輔、圓角 文英

石川県能登地区の地域中核病院における脳血管内治

療の現状

第28回北陸IVNR研究会　令和２年１月25日　石川

18）吉田 優也、喜多 大輔、圓角 文英

石川県能登地区の地域中核病院における脳血管内治

療の現状

令和元年度公立能登総合病院開放病床運営委員会

令和２年１月30日　石川

◎ 泌尿器科
〈学会発表〉

１）南 秀朗、高野 晃暢、上木 修

当院における尿路上皮癌に対するPembrolizumabの

初期使用経験　

第107回日本泌尿器科学会総会　

2019.4.20　名古屋

２）高野 晃暢、南 秀朗、上木 修

当院での去勢性前立腺癌に対するアビラテロンの使

用経験

第107回日本泌尿器科学会総会　

2019.4.20　名古屋

３）竹内 良太郎、高野 晃暢、南 秀朗、上木 修

カバジタキセルが長期奏功している術後再発した去

勢抵抗性前立腺癌の１例

第107回日本泌尿器科学会総会　

2019.4.20　名古屋

４）南 秀朗、高野 晃暢、中野 泰斗、上木 修

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術

の導入初期成績

第33回日本泌尿器内視鏡学会総会　

2019.11.22　京都

５）南 秀朗

ロボット支援下前立腺全摘除術後の吻合部不全に対

しシングルＪステント留置が著効した１例

第32回日本内視鏡外科学会総会　2019.12.5　横浜

６）青山 周平

膀胱原発リンパ上皮癌の一例

第71回西日本泌尿器科学会総会　2019.11.8　松江

◎ 循環器科
〈学会・研究会発表〉

１）北村 浩司、八重樫 貴紀、泉谷 省晶、高畠 央、

　　山端 潤也、中野 学、藤岡 正彦、村本 信吾、

　　吉村 光弘　

コアグラーゼ陰性ブドウ球菌による化膿性心膜炎を

来し保存的に経過観察し得た維持透析中の１例

医学生研修医の日本内科学会ことはじめ2019名古屋

ポートメッセなごや　2019.4.27

２）八重樫 貴紀、中野 学、村田 義治

弓部大動脈破裂に対するTEVAR後約５か月で下行

大動脈へ化膿性炎症が波及し大動脈食道瘻を来たし

た１例

第138回日本循環器学会北陸地方会　

金沢大学　2019.6.30

３）湊 友佑、八重樫 貴紀、中野 学、村田 義治

肝外側被膜下血腫による下大静脈の圧排が下大静脈

内血栓形成の一因と考えられたAPS の１例

第154回日本循環器学会東海・第139回北陸合同地

方会　金沢商工会議所　2019.10.20
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４）近藤 奈美子、岡崎 里紗、北野 広巳、

　　川上 早富美、閨 利志子、林 憲治、織平 秀一、

　　石井 奏、八重樫 貴紀、中野 学

せん妄へのチーム介入は心臓リハビリテーションに

有用か？

第５回日本心臓リハビリテーション学会　北陸支部

地方会

石川県地場産業振興センター　2019.11.16

５）中社 泰雅、八重樫 貴紀、高畠 央、山端 潤也、

　　中野 学、藤岡 正彦、村本 信吾、吉村 光弘

抗癌剤投与ルートの上肢血栓性静脈炎を契機に肺塞

栓を発症した膀胱癌の１例

第240回日本内科学会北陸地方会　

ボルファートとやま　2020.3.22

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響により開催中止分）

〈講　　演〉　
１） 八重樫 貴紀

　「肺血栓塞栓症に対する抗凝固剤の有用性」

　七尾市医師会　学術講演会　のと楽　2019.6.12

２）八重樫 貴紀

　「高血圧合併心房細動・心不全の課題」

　七尾市医師会　学術講演会　番伊　2019.9.12

３）八重樫 貴紀

　「高血圧合併心房細動・心不全の課題」

　能登北部医師会　学術講演会　

　キャッスル真名井　2019.11.21

◎ 栄養部
〈原著・論文〉

１）平田 恵理子　他

　当院における糖尿病透析予防指導の現状

　公立能登総合病院医療雑誌第30巻

◎ リハビリテーション部　
〈発　　表〉

１）今井 透

仕事を継続しながら地域で暮らすための作業療法の

かかわり～作業療法士が地域の中で活動することに

ついて考察～

第28回石川県作業療法士学会　

石川県　2019/6/23

２）山崎 健生

セルフモニタリングを通して適応的にフィードバッ

クが可能となった一症例

第53回日本作業療法学会　福岡県　2019/9/5

３）藪越 文佳

言語理解に比して表出に遅れが目立つ言語発達遅滞

の一例

金沢CC　2019/6/7

４）藪越 文佳、長谷 剛志

地域での取り組み食支援の方向性－続「食力の会」

の取り組み－

北陸言語療法学術集会　福井県　2019/10/20

５）藪越 文佳

失行を主訴に来院した左中前頭回損傷の一部

金沢CC　2019/12/20

〈講　　演〉
１）叶田 祥子

健康講座　腰痛・膝痛予防

七尾市　2019/11/6

２）蓜島 大二郎

健康講座　フレイル、入浴方法

七尾市　2019/10/23

３）今井 透

当院のBACS-Jの実施状況と認知機能リハビリテー

ションについて

能登地区DST研究会　石川県　2019/9/3

４）今井 透

回想法

社会福祉法人鹿北福祉会特別養護老人ホーム秀楽苑　

令和元年度認知症ケア委員会研修会

石川県　2019/10/3
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５）織平 秀一

褥瘡予防「体位交換、シーティング」

看護部、特定機能研修講義　2019/8/27

６）織平 秀一

出前講座「年をとるとなぜ背中が曲がる？」

万行浜集会所　2019/9/22

７）織平 秀一

県内の自治体病院リハビリテーション部門の現状と

課題

石川県自治体病院協議会リハビリテーション部会

石川県　2019/10/20

８）織平 秀一

第１回理学療法士臨床実習指導者講習会

講義、ファシリテーター　

石川県　2019/9/28～29

第２回理学療法士臨床実習指導者講習会　

ファシリテーター

石川県　2019/11/30～12/1

９）藪越 文佳

ことばを育むために学校でできる支援

七尾特別支援学校（七尾）　2019/10/8

10）藪越 文佳

「食力」アップで健康に！

石川県自閉症協会新年会　金沢　2020/2/16

◎ 看護部
〈論　　文〉

 １）西崎 いづみ

外来化学療法で末梢神経障害のある患者に対するア

ロマトリートメントの効果

第49回日本看護学会慢性期看護

〈学会発表〉
１）秦 祐美

遠方で暮らす子どもが肝がんの老親の療養生活を支

える要因

日本老年看護学会第24回学術集会

仙台国際センター　2019年６月７日

２）稲田 早苗

小児急変対応セミナーの有効性と課題～胸骨圧迫の

質に焦点をあてて～

第33回小児救急医学会学術集会

大宮ソニックシティ　2019年６月25日

３）山本 智世

出産施設における産後のサロンの取り組みの実態

石川県母性衛生学会

金沢大学　2019年６月29日

４）仙本 禎恵

外来から病棟へ情報をつなげる入退院支援センター

の実践報告

第23回日本看護管理学会学術集会

新潟　朱鷺メッセ　2019年８月23日

５）小坂 理加

訪問看護師が特定行為を行い褥瘡が治癒した１例

第50回日本看護学会在宅看護

宇都宮市総合コミュニティセンター

2019年9月13日14日

６）山口 星香

がん終末期患者の妻の思いの変化～在宅療養を実現

できた事例を通して～

看護実践学会　2019年８月29日

７）山本 愛

隔離を繰り返している患者に対し、振り返りを行う

ことでの行動変容について～自分らしい生活の維持

に着目して～

第50回日本看護学会　精神看護学術集会

2019年８月30日

８）大本 朋美

若年妊婦の妊娠期から育児期に抱く不安

第50回日本看護学会ヘルスプロモーション

長野市　ホクト文化ホール　2019年９月19日20日

９）山口 博子

外来維持血液透析患者の運動の現状

第50回日本看護学会ヘルスプロモーション

長野市　ホクト文化ホール　2019年９月19日20日
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10）野村 桂子

救命救急センターに緊急入院となった患者のキー

パーソンのニーズ～重要度・満足度の年齢による比

較～

第21回日本救急看護学術集会

幕張メッセ　2019年10月５日

11）長田 裕香

地域包括ケア病棟に転入した後に退院先を変更した

家族の思い

自宅から自宅以外へと退院の方向性を変更した家族

の思い

第50回日本看護学会慢性期看護

鹿児島市民文化ホール　2019年11月14日

12）岡崎 里紗

在宅療養している超高独居心不全患者の療養生活に

対する思い～インタビューからセルフケアの予防行

動を探る～

第50回日本看護学会慢性期看護

鹿児島市民文化ホール　2019年11月14日

13）中山 栞

胃瘻造設代理意思決定後の思い～家族の気持ちの揺

らぎに着目して～

第50回日本看護学会慢性期看護

鹿児島市民文化ホール　2019年11月14日

14）亀井 里美

整形外科手術後の術後疼痛を我慢する患者の要因～

術後疼痛を我慢した患者にインタビューを行って～

第12回日本運動器疼痛学会

東京都港区六本木ヒルズ森タワー49階

2019年11月30日

15）近藤 奈美子

せん妄患者への認知症サポートチームの介入が心臓

リハビリテーションに与える効果

◎ 地域医療支援センター（MSW）
〈講演会等〉

１）高名 祐美

入退院支援における医療と介護の連携について

宝達志水町在宅医療介護連携推進協議会研修会　講師　

宝達志水病院　２階　2019/6/4

２）高名 祐美

ケアマネジメント演習/看取り等に関する介護サー

ビスの活用に関する事例

令和元年度介護支援専門員専門研修過程Ⅰ　講師

七尾サンライフプラザ13会議室　2019/6/18

３）高名 祐美

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種

協働の実践

令和元年度介護支援専門員専門研修過程Ⅰ　講師

七尾産業福祉センター　大ホール　2019/6/25

４）高名 祐美

ケアマネジメント演習/家族への支援の視点が必要

な事例

令和元年度介護支援専門員専門研修過程Ⅰ　講師

七尾サンライフプラザ13会議室　2019/7/11

５）高名 祐美

ケアマネジメント演習/看取りに関する事例

令和元年度介護支援専門員専門研修過程Ⅱ　ファシ

リテーター

七尾サンライフプラザ　１階多目的ホール

2019/8/2

６）高名 祐美

コミュニケーション力を高めよう

第10回訪問リハビリテーション研修会　講師

石川県リハビリテーションセンター　４階大研修室

2019/10/6

７）高名 祐美

スーパービジョン

令和元年度主任介護支援専門員研修　ファシリテー

ター

石川県社会福祉会館　４階大ホール　2019/10/7
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８）高名 祐美

身寄りのない人への支援

石川県社会福祉士会能登ブロック・石川県介護支援

専門員協会能登中部支部・石川県医療ソーシャル

ワーカー協会三団体合同研修会　事例検討講師

七尾病院　研修室　2019/10/19

９）高名 祐美

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導

及び支援の実践/家族への支援の視点が必要な事例

令和元年度主任介護支援専門員更新研修　講師

石川県社会福祉会館　４階大ホール　2019/10/21

10）高名 祐美

相談援助の専門職としての基本姿勢および相談援助

技術の基礎

令和元年度介護支援専門員研修実務研修・更新Ｂ・

再研修　講師

七尾サンライフプラザ　１階多目的ホール

2019/12/20

11）高名 祐美

介護支援専門員に求められる家族システムの基本に

ついて学ぶ

長野市高齢者虐待防止研修会・南部ブロックケアマ

ネ連絡会　講師

長野県社会福祉総合センター　2020/1/16

長野県真島町真島保健センター　2020/1/17

12）高名 祐美

ケアマネジメントの展開/看取りに関する事例

令和元年度介護支援専門員研修実務研修・更新Ｂ・

再研修　講師

七尾サンライフプラザ　１階多目的ホール

2020/2/20

13）堤 千晶

相談援助の専門職としての基本姿勢および相談援助

技術の基礎

令和元年度介護支援専門員研修実務研修・更新Ｂ・

再研修　講師

七尾サンライフプラザ　１階多目的ホール

2019/12/20

◎ 訪問看護ステーション
〈原著・論文〉

１）木下 真由美　他

高齢糖尿病療養者の在宅療養を支援する－GPL-1製

剤注射をきっかけに、訪問看護師が介入する－

公立能登総合病院医療雑誌第30巻


