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他誌掲載論文と学会発表の記録（2013 年）
1 月 24 日,福島市

他誌掲載論文目録

｢骨粗鬆性脊椎疾患に対する取り組み｣
佐藤勝彦

心房細動患者の抗凝固療法導入における 320 列

第23回東北脊椎外科研究会 1月26日,福島

ADCT の有用性

｢術後に嚥下呼吸障害をきたした頸椎脱臼骨折

佐藤雅之, 星野寧人, 待井宏文, 山口 修,

の１例．第23回東北脊椎外科研究会｣

石橋敏幸

志田努,佐藤勝彦,関口泰史,朝熊英也 他

日本心臓病学会誌 8 巻 Suppl.I p283.2013
第22回福島県IVR研究会 1月26日,福島市
心房細動患者の左心耳血栓の診断における 320

｢気管支動脈瘤の1例」

列 ADCT の有用性経食道心エコーとの比較検討

萩原賢一,佐藤善之,森谷浩史

佐藤雅之, 阿部之彦, 滝口 舞, 山口 修,
石橋敏幸

平成24年度福島県看護協会県北支部看護研究発

日本血栓止血学会誌 24 巻 2 号 p226. 2013

表会 2月2日,福島市
｢看護補助者参加のカンファレンス定着への取

【最新画像診断装置の経営的意義を問う】 最新

り組み カンファレンス共通ルール作成による

鋭装置が持つ病院経営・運営への影響 高性能

効果」

画像診断機器の導入が病院にもたらす効果を考

菅野雅子,蒲倉香織,藤田尚美,中島光江

察する
森谷浩史, 佐藤善之, 石橋敏幸, 栗城雅幸

第7回大原医療センター市民けんこう講座

新医療 40 巻 4 号 p38-41. 2013

2月2日,福島市
｢動脈が大きくなったり,狭くなったりする病気

心身症としての腰痛 ̶診療プロセスの実際−

の話」

佐藤勝彦

萩原賢一

Practice of Pain Management 4(4): p46-48.
2013

第198回日本内科学会東北地方会
2月16日,仙台市
｢傍腫瘍性神経症候群を呈した小細胞肺癌の１例」

学会発表目録

大槻 歩,高瀬裕子,齋藤直史,海瀬俊治

第 5 回呼吸機能イメージング研究会学術集会

第36回日本嚥下医学会学術講演会

1 月 12 日,徳島市

3月2日,京都市

｢320 列 ADCT の呼吸動態画像から肺実質の局

｢サルコペニアが原因と考えられる嚥下障害に

所的な動きを定量表示する｣

対する声門閉鎖術の経験｣

森谷浩史

鹿野真人

第１回運動器疾患病診連携懇話会

ECR 2013 3月6-11日,オーストリアウィーン
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｢320列CTを用いた呼吸動態撮影」

平成 27 年 7 月

藤井 徳

森谷浩史
｢肺野結節自動検出ソフトウェアの評価のため
｢胸腔鏡下肺葉切除の術前シミュレーション画

のデジタルファントムの有用性｣

像としての3DCTA」

堀江常満

森谷浩史
｢モニタ診断時の衝立の効果〜壁紙の色による
第13回福島県急性血液浄化研究会

違い〜｣

3月8日,郡山市

堀江常満

｢当院での急性血液浄化療法における臨床工学
技士業務の現状」

平成25年東北地区看護師勉強会

関口孝則,松浦かおり,小山 彩,山田理恵,

4月13日,仙台市

鈴木良美,渡辺正喜,丹野恵理,遠藤祥子

｢成長ホルモン治療患者への看護 外来クリニ
カルパスを使用して 」

第77回日本循環器学会学術集会

伊藤美奈子

3月17日,横浜市
｢Outcome of Deferral of Percutaneous

第113回日本外科学会定期学術集会

Coronary Intervention by a Fractional Flow

4月11-13日,福岡市

Reserve Value ³0.75 in Life-Threatening

｢大腸癌におけるSLC37A1遺伝子高発現とその

Cardiac Events｣

臨床病理学的意義の検討｣

山口 修

菊地大輝,渡辺洋平,門馬智之 他

Meiji Seika ファルマ株式会社社内勉強会

第72回日本医学放射線学会総会

3月21日,福島市

4月13日,横浜市

｢今日のCOPD診療」

｢スパイラル型デュアルインジェクター用チュ

海瀬俊治

ーブを用いた造影剤・生食同時注入方法｣
中川 学

第8回大原医療センター市民けんこう講座
4月6日,福島市

第195回県北循環器疾患研究会

｢糖尿病と狭心症の話」

4月18日,福島市

石橋敏幸

｢冠攣縮性狭心症の一例」
山口 修

第113回日本外科学会定期学術集会
4月11-13日,福岡市

第328回福島消化器病研究会 4月19日,福島市

｢大腸癌におけるSLC37A1遺伝子高発現とその

｢福島市医師会胃がん個別検診撮影の基準

臨床病理学的意義の検討｣

〜胃X線撮影について〜｣

菊地大輝,渡辺洋平,門馬智之

町田拓郎

第69回日本放射線技術学会総会学術大会

糖尿病地域連携NET講演会 4月24日,福島市

4月12日,横浜市

｢糖尿病性神経障害へのアプローチ」

｢造影CT時に介助を行う看護師へのビデオマニ

谷 牧夫

ュアルの作成」
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第42回日本脊椎脊髄病学会 4月27日,宜野湾市

加羽澤慧,佐藤康弘,齋藤沙織,赤間孝紀,小関正

｢腰椎後方固定術に於ける術式の違いによる手

弘,八巻史子,齊藤圭子

術侵襲の検討｣
志田 努,佐藤勝彦,関口泰史,朝熊英也 他

内視鏡治療の前処置勉強会 5月29日,福島市
｢内視鏡治療の前処置について｣

第6回画像診断セミナー 5月22日,福島市

猪狩弘之,渡辺研也

｢病理から見た動脈瘤」
内海康文

第55回日本小児神経学会学術集会
5月31日,大分市

｢動脈瘤の画像診断」

｢新規ミスセンス変異を認めた典型的な

中川 学

PCDH19遺伝子関連てんかんの1例｣
保科めぐみ,三島 博 他

｢動脈瘤の外科手術」
佐藤善之

第35回日本血栓止血学会学術集会
5月31日,山形市

福島腎療会 5月23日,福島市

｢心房細動患者の左心耳血栓の診断における

｢循環器疾患における320列ADCTの有用性 虚

320列ADCTの有用性：経食道心エコーとの比較

血と血栓の観点から 」

検討｣

石橋敏幸

佐藤雅之,山口 修,石橋敏幸 他

日本超音波医学会第86回学術集会

第110回東北整形災害外科学会

5月24日,大阪府

6月7-8日,山形市

｢尾状葉病変の超音波描出能の検討」

｢当院における橈骨遠位端骨折の治療と問題点

幕田倫子,斉藤沙織,渡辺里美

の検討｣
朝熊英也

第13回福島県MRI技術研究会
5月25日,福島市

｢急性腰痛で発症し手術療法を行った巨大

｢パルスシーケンスの基本スピンエコー法」

Tarlov嚢胞の1例｣

安藤智則

佐藤俊介,佐藤勝彦,関口泰史,朝熊英也,志田 努
他

第45回福島医学検査学会 5月26日,福島市
｢尿沈渣所見が発見に結びついた膀胱癌の1例」

｢椎体骨折を合併した小児頸椎椎間板石灰化症

佐藤康弘,加羽澤慧,相田惠美子,赤間孝紀,

の１例｣

小関正弘,渡邉純子,安斎有紀子,内海康文,

佐藤勝彦,関口泰史,朝熊英也,志田努 他

吉田純也,横山 純
平成25年度邦友会 6月7日,福島市
｢健診の血小板数増多により診断された慢性骨

｢健康の秘訣｣

髄性白血病の一例」

石橋敏幸

藤野博子,佐藤裕樹,渡辺和幸,斎藤圭子,藤東千香
子,石橋敏幸,斎藤洋子,田中京子,大花 昇 他

第9回大原医療センター市民けんこう講座
6月8日,福島市

｢当院外来患者におけるeGFRの傾向と分布」

｢肺癌の診断と治療〜この10年間で何が変わっ
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平成 27 年 7 月

たか？〜」

2013 PERIPHERAL NERVE SOCIETY MEETING

森谷浩史

6月29-7月3日,フランスパリ
｢FOLLOW UP STUDY OF CARPAL

｢がんとお金」

TUNNEL SYNDROME BY MEDIAN

渡邉寿恵

NERVE CIRCULATION AND TERMINAL
LATENCY OF ABDUCTOR POLLICIS

第85回福島方部整形外科医会症例検討会

BREVIS｣

6月13日,福島市

関口泰史

｢仙骨部Tarlov表胞の治療経験｣
佐藤俊介

第13回登録医会総会 7月2日,福島市
｢肝胆膵外科の最近の治療…経験した症例から

日本体外循環技術医学会 東北地方会大会

…」

6月15日,郡山市

小山善久

｢当院での体外循環業務における取り組みにつ
いて」

｢大原医療センター最新鋭多目的X線血管造影

渡辺正喜

装置導入について」
山口 修

Advanced CT・MR 2013
6月15-16日,軽井沢市

第6回大原循環器セミナー 7月4日,福島市

｢東日本大震災時の対応と教訓：福島」

｢320列ADCTの新たな応用 心原性脳梗塞予防

森谷浩史

に向けて 」
石橋敏幸

｢AIDR3Dの日常管理ファントム(TOSファント
ム)での評価｣

大原綜合病院糖尿病セミナー 7月6日,福島市

藤井 徳

｢クイズで学ぼう！糖尿病の検査」
齋藤沙織

公益財団法人結核予防会複十字病院院内勉強会
6月18日,東京都

｢糖尿病最新治療について」

｢CT画像を用いた気道・肺機能解析」

谷 牧夫

森谷浩史
第22回日本がん転移学会学術集会・総会
第8回日本小児耳鼻咽喉科学会総会学術講演会

7月11日,松本市

6月20日,前橋市

｢大腸癌におけるSLC37A1発現とその臨床的意

｢小児の頚部リンパ節生検症例の経験｣

義の検討｣

鈴木大士,鹿野真人

菊地大輝,渡辺洋平

第51回特定非営利活動法人日本口腔科学会北日

The 7th Otsuka Asian Atherosclerosis

本地方会/第39回公益社団法人日本口腔外科学

Conference 7月14日,韓国釜山市

会北日本支部学術集会 6月29日,盛岡市

｢Message from Fukushima -After the Great

｢口腔内疼痛が診断の契機となったバーキット

East Japan Earthquake and Disaster｣

リンパ腫の1例（口外）｣

石橋敏幸

山﨑森里生
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Scientific Exchange Meeting in Gunma

｢他職種で取り組む転倒転落予防対策チームの

7月17日,前橋市

活動と効果」

｢CT画像を用いた気道・肺機能解析」

遠藤裕佳子

森谷浩史
第134回県北臨床懇話会 8月22日,福島市
第61回日本耳鼻咽喉科学会東北地方部会連合学

｢心血管イベントを念頭においた脂質異常症の

術講演会 7月21日,弘前市

管理｣

｢サルコペニアによる嚥下障害に対する治療経

石橋敏幸

験｣
鹿野真人,國井美羽,鈴木大士,髙取 隆

ヨーロッパ心臓学会 ESC

8月31日,オランダ

｢Identification of thrombus in left atrial
Scientific Exchange Meeting in Atsugi

appendage by 320-row ADCT is superior

7月25日,厚木市

beyond CHADS2 score for initiating

｢CT画像を用いた気道・肺機能解析」

anticoagulation treatment in patients with

森谷浩史

atrial fibrillation.」
石橋敏幸,森谷浩史,山口 修,佐藤雅之 他

第17回CTサミット 7月27日,港区
｢動態CT

撮影技術と解析技術の進歩 」

森谷浩史

日本内科学会第200回東北地方会
8月31日,青森市
｢比較的高齢で発症したAdrenoleukodystrophy

第3回福島ロレルコ研究会 7月31日,福島市

の1例｣

｢PROSPECTIVE Study福島3施設の中間報告」

武藤雄紀,齋藤直史,二階堂雄文,高瀬裕子,

石橋敏幸

海瀬俊治

Meiji Seika ファルマ株式会社社内勉強会

第10回ふくしま小児アレルギー・喘息治療懇話

7月31日,福島市

会 8月31日,郡山市

｢がん性疼痛における麻薬の使い方〜フェンタ

｢当科におけるアレルギー疾患あれこれ〜最近

ニルの使用について〜

経験した症例を中心に〜｣

小山善久

鈴木重雄

第25回日本看護学校協議会学会 福島大会

日本超音波医学会東北地方会第46回学術集会

8月8日,郡山市

9月8日,盛岡市

｢YG性格検査による看護学生の性格特性と実習

｢肝左葉外側区 Accessory fissureの再検討」

での印象的な場面との考察」

｢腎動静脈奇形（arteriovenous malformation）

小山田眞理,根本幸子,渡辺千秋

例の検討」
齊藤沙織,幕田倫子,岡崎秀子,丹治広彰,

日本医療マネジメント学会 第4回福島支部学

金子真紀子,渡辺里美

術集会 8月10日,福島市
｢臨床研修レベルアップと福島県臨床研修病院

第61回日本心臓病学会学術集会

ネットワークに対する本院の取り組み」

9月20-22日,熊本市

石橋敏幸,小野知浩,渡邊栄美,佐藤勝彦

｢心房細動患者の抗凝固療法導入における320
列ADCTの有用性｣
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平成 27 年 7 月

佐藤雅之,星野寧人,待井宏文,山口 修,石橋敏幸

MTF測定｣
橋本浩二

第23回日本医療薬学会年会
9月21-22日, 仙台市

大原医療センター市民けんこう講座

｢S-1併用によりワルファリンのコントロールが

10月5日,福島市

困難となり、ダビガトランを導入した心房細動

｢大腸がんの予防 〜一次・二次予防について〜｣

の1例」

猪狩弘之

芳賀洋祐
｢大腸癌の検査について｣
｢ダビガトラン及びヘパリンにより左心耳血栓

渡辺里美

が消失した1例」
井本剛史

第49回日本医学放射線学会秋季臨床大会
10月12日,名古屋市

第46回日本甲状腺外科学会 9月26日,名古屋市

｢胸腔鏡下肺葉・区域切除術のための造影CT技

｢反回神経の温存とは？― 解剖のバリエーショ

術 TBT法を用いたコンパクトボーラス注入

ンに則した手技による確実な音声保存 ―

」

鹿野真人

森谷浩史

第2回運動器疾患病診連携懇話会

東北精神保健福祉学会 10月13日,仙台市

9月26日,福島市
｢当院に於ける疼痛マネージメント

｢再入院したケースの退院支援」
脊椎疾患

鈴木美貴子,酒井芳子

を中心に ｣
佐藤勝彦

第332回福島消化器病研究会
10月18日,福島市

｢大原腰痛教室の取り組み」

｢高齢者膵頭十二指腸切除術症例の検討」

伊藤正嗣

小山善久

睡眠障害地域医療連携セミナー

第3回福島医療の質安全フォーラム

10月2日,福島市

10月19日, 会津若松市

｢睡眠時無呼吸症候群の病態と診断｣

｢院内急変時の迅速対応〜リハビリテーション

國井美羽

科での取り組み〜」
遠藤裕佳子,菅野幸子

｢心不全における睡眠呼吸障害治療の画期的役
割について｣

第41回日本放射線技術学会秋季学術大会

石橋敏幸

10月19日,福岡市
｢CT逐次近似応用再構成法を用いた低線量撮影

第13回県北MDCTカンファレンス

時における腰椎骨密度測定の検討」

10月5日, 福島市

藤井 徳

｢遂次近似再構成時代のMTF測定を考える」
田中諒介 他

固定チームナーシング研究会第9回東北地方会
10月20日,米沢市

｢スリット法による逐次再構成画像を用いた

｢安全で継続性のある看護を目指して〜効率的
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な申し送り短縮への取り組み〜」

第3回東北放射線医療技術学術大会

菅野雅子,鈴木由希子,尾形初千子,中島光江

11月4日,福島市
｢FPD搭載X線透視装置の透視 被ばく線量の

第36回日本高血圧学会総会 10月23日,大阪市

把握｣

｢2型糖尿病患者における外来血圧の変動制と臓

堀江常満

器合併症についての検討 第2報｣
谷 牧夫

第107回岩手肺疾患研究会 11月7日,盛岡市
｢超低線量CTによる肺癌検診−最近のCT技術

特別講演会〜小児の摂食障害にまつわる各科の

の進歩−」

現状〜 10月23日,福島市

森谷浩史

｢誤嚥性肺炎を繰り返している脳性麻痺の2例｣
保科めぐみ

福島県立医科大学志らぎく会福島支部総会健康
講話 11月7日,福島市

｢小児嚥下障害に対する外科的治療と気道管理｣

｢ロコモと健康寿命について あし腰を丈夫にし

鹿野真人

よう｣
佐藤勝彦

福島薬剤師会研修会 10月24日,福島市
｢慢性腎臓病（CKD）診療ガイド2012（topics）

日本糖尿病学会東北支部第51回東北地方会

−腎保護の観点から−」

11月9日,仙台市

亘理裕昭

｢当院における糖尿病透析予防指導の現状と課
題」

第15回世界肺癌学会 10月27-30日,シドニー

酒井友美,谷 牧夫,沼崎裕子,紺野広美,渡辺麻菜

｢進行非小細胞非扁平上皮癌のPemetrexed治療

美,星宮幸菜,新井田亜紀子,國分英里,三瓶明子

における血清CYFRA21-1測定の意義について」
峯村浩之

第15回フォーラム｢医療の改善活動」全国大会in
大阪 11月9日,大阪市

第65回日本気管食道科学会総会ならびに学術講

｢リハビリ介入業務を効率的に実施するために

演会 11月1日,東京都

〜必要な情報共有に向けたカンファランスの工

｢出血傾向の症例に対する合併症防止を目的と

夫〜」

した輪状軟骨鉗除の意図的高位気管切開術｣

菅野幸子,伊藤正嗣,野田かおる,髙野明子

鹿野真人
第1回福島県遠隔画像診断研究会 11月15日
第3回東北放射線医療技術学術大会

｢NPO法人福島画像診断支援センターの取り組

11月3-4日,福島市

み｣

｢逐次近似応用再構成法を用いた線量低減への

森谷浩史

プロセス 胸部領域」
藤井 徳

アメリカ心臓学会AHA 11月17日,アメリカ
｢Identification of thrombus in left atrial

｢AIDR3Dの日常管理ファントム(TOSファント

appendage by 320-row ADCT confirms the

ム)での評価｣

optimal strategy of CHA2DS2-VASc score for

藤井 徳

initiating anticoagulation treatment in
patients with atrial fibrillation」
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石橋敏幸,佐藤雅之,待井宏文,山口 修,

第113回学術講演会（日本耳鼻咽喉科学会栃木県

森谷浩史 他

地方部会共催） 12月8日,佐野市
｢QOL改善につながる誤嚥防止術と気道管理を

閉塞性肺疾患最前線 11月19日

めざして｣

｢CT画像を用いた気道・肺機能解析」

鹿野真人

森谷浩史
第36回画像診断の会 12月9日,福島市
第54回日本肺癌学会総会 11月21-22日,東京都

｢放射線科研修での経験症例｣

｢胸腔鏡下肺葉・区域切除の術前シミュレーショ

九嶋祥友

ンのための造影CT技術の適正化｣
森谷浩史

第15回腹臥位療法セミナー 12月15日,東京都
｢うつ伏せ体操で腰痛解消！理論と実技｣

｢Pemetrexed治療における効果予測因子として

佐藤勝彦,伊東正嗣,山本真由

の血清CYFRA21-1の役割｣
糖尿病地域連携NET講演会 12月18日,福島市

峯村浩之

｢CGMsを用いたインスリン治療の評価｣
第14回東北びまん性肺疾患研究会

谷 牧夫

11月30日,福島市
｢呼吸器CT -定量評価と動態解析-」

福島県看護学会 12月25日,郡山

森谷浩史

｢実習記録の変更に対する学生の思いの分析」
田中ひとみ,渡辺千秋

第8回登米市医師会学術講演会
12月5日,登米市

第7回大原循環器セミナー 12月26日,福島市

｢糖尿病診療における地域連携 大原綜合病院

｢62歳で診断した心ファブリー病の一例｣

『糖尿病地域連携NET』の現状」

吉田圭佑

谷 牧夫
｢心エコーによる循環器疾患診断の有用性｣
福島県国保連合会業務審査課内部研修会
12月5日,福島市
｢整形外科分野の審査について｣
佐藤勝彦
第157回日本循環器学会東北地方会
12月7日,仙台市
｢心房細動患者の抗凝固療法導入における320
列ADCTの有効性 CHADS2,CHA2DS2 –
VAScスコアとの比較検討

｣

佐藤雅之,待井宏文,星野寧人,山口 修,石橋敏幸
他

待井宏文

