
教員組織、各教員が有する学位及び業績
所属名 職名 氏名 学位1取得機関名 学位区分名1 学位2取得機関名 学位区分名2

理事長 臼井 正彦 東京医科大学 医学
学長 鈴木 衞 広島大学 医学
常務理事 行岡 哲男 大阪大学 医学
常務理事 土田 明彦 東京医科大学 医学

人体構造学分野 主任教授 伊藤 正裕 香川医科大学 医学
組織・神経解剖学分野 主任教授 石 龍徳 早稲田大学 理学
細胞生理学分野 主任教授 小西 眞人 東京慈恵会医科大学 医学
病態生理学分野 主任教授 林 由起子 順天堂大学 医学
生化学分野 主任教授 宮澤 啓介 東京医科大学 医学
薬理学分野 主任教授 松岡 正明 東京大学 医学
分子病理学分野 主任教授 黒田 雅彦 東京大学 医学
人体病理学分野 主任教授 長尾 俊孝 千葉大学 医学
微生物学分野 主任教授 松本 哲哉 長崎大学 医学
免疫学分野 主任教授 横須賀 忠 千葉大学 医学
公衆衛生学分野 主任教授 井上 茂 東京医科大学 医学
健康増進スポーツ医学分野 主任教授 濵岡 隆文 東京医科大学 医学
法医学分野 主任教授 吉田 謙一 愛媛大学 医学
国際医学情報学分野 主任教授 Williams Jeremy.D. 英国　国立シェフィールド大学 日本研究（修士）
医療の質・安全管理学分野 主任教授 三木 保 東京医科大学 医学
人文科学領域哲学教室 教授 西 研 東京大学 学術（修士）
自然科学領域物理学教室 教授 大岩 潔 東京都立大学 理学
自然科学領域化学教室 教授 普神 敬悟 京都大学 工学
人文科学領域英語教室 教授 宮本 高晴 早稲田大学 文学(修士)
細胞生理学分野 教授 鎌田 澄子 東京医科大学 医学
病態生理学分野 教授 佐々木 光美 東京大学 医学
先端がん免疫病理画像研究講座 教授 齋藤 彰 広島大学 医学
微生物学分野 教授 大楠 清文 杏林大学 保健学
医学教育学分野 教授 泉 美貴 東京大学 医学
医学教育推進センター 教授 三苫 博 東京医科歯科大学 医学
大学機能関連分野医学総合研究所 教授 善本 隆之 東京工業大学 理学
大学機能関連分野医学総合研究所 教授 稲津 正人 昭和大学 医学
大学機能関連分野医学総合研究所 教授 中島 利博 鹿児島大学 医学
大学機能関連分野医学総合研究所 教授 大屋敷 純子 東京医科大学 医学
医師・学生・研究者支援センター 教授 真村 瑞子 千葉大学 医学
医師・学生・研究者支援センター 教授 大久保 ゆかり 東京医科大学 医学
低侵襲医療開発総合センター 教授 杉本 昌弘 慶應義塾大学 学術 神奈川歯科大学 歯学
自然科学領域数学教室 准教授 村上 雅彦 東京大学 数理科
自然科学領域物理学教室 准教授 増渕 伸一 東京都立大学 理学
自然科学領域生物学教室 准教授 太田 一正 東邦大学 理学
自然科学領域生物学教室 准教授 篠田 章 東京大学 農学(修士) 東京大学 農学
組織・神経解剖学分野 准教授 大山 恭司 慶應義塾大学 医学
生化学分野 准教授 阿部 晃久 東京医科大学 医学
生化学分野 准教授 平本 正樹 東京工業大学 工学
分子病理学分野 准教授 倉田 厚 東京大学 医学
人体病理学分野 准教授 山口 浩 九州大学 医学
人体病理学分野 准教授 井上 理惠 山梨医科大学 医学
人体病理学分野 准教授 松林 純 東京医科大学 医学
人体病理学分野 准教授 原 由紀子 北海道大学 医学
人体病理学分野 准教授 高橋 礼典 北海道大学 医学
微生物学分野 准教授 小林 了 順天堂大学 医学
法医学分野 准教授 原 修一 千葉大学 薬学
医学教育学分野 准教授 ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ ﾗｳｰﾙ 明治大学 文学(修士)
国際医学情報学分野 准教授 バロガ エドワード 北海道大学 獣医学
大学機能関連分野疾患モデル研究センター 准教授 石橋 英俊 総合研究大学院大学 学術
大学機能関連分野医学総合研究所 准教授 佐藤 永一 東北大学 医学
ナノ粒子先端医学応用講座 准教授 伊藤 拓水 東京工業大学 工学
ナノ粒子先端医学応用講座 准教授 安藤 秀樹 岡山大学 理学
人文科学領域生命倫理学（医学倫理学）教室 講師 倉田 誠 神戸大学 学術
自然科学領域物理学教室 講師 岩瀬 文達 東京大学 工学
自然科学領域物理学教室 講師 小林 義彦 東京都立大学 理学(修士) 東京都立大学 理学
自然科学領域化学教室 講師 増井 大 東京大学 工学
人文科学領域英語教室 講師 林 美穂子 聖心女子大学 英語英文学（修） 聖心女子大学 文学
人文科学領域ドイツ語教室 講師 西脇 麻衣子 京都大学 人間・環境学（修士） 東京大学 文学(修士)
人体構造学分野 講師 宮宗 秀伸 千葉大学 医学
人体構造学分野 講師 李 忠連 京都大学 医学
組織・神経解剖学分野 講師 北澤 宏理 自治医科大学 医学
細胞生理学分野 講師 城田 華 早稲田大学 理学(修士) 総合研究大学院大学 理学
細胞生理学分野 講師 横山 倫子 東京慈恵会医科大学 医学
細胞生理学分野 講師 宮崎 武文 東京医科大学 医学
病態生理学分野 講師 川原 玄理 早稲田大学 理学
生化学分野 講師 高野 直治 北海道大学 理学
薬理学分野 講師 橋本 祐一 順天堂大学 医学
薬理学分野 講師 原 一恵 東京医科大学 医学
薬理学分野 講師 名和 幹朗 慶應義塾大学 医学 慶應義塾大学 医学（修士）
分子病理学分野 講師 大野 慎一郎 東海大学 医学
分子病理学分野 講師 金蔵 孝介 慶應義塾大学 医学
分子病理学分野 講師 高梨 正勝 東京医科歯科大学 医学
微生物学分野 講師 宮崎 治子 長崎大学 医学
免疫学分野 講師 永井 太朗 東京医科大学 医学
免疫学分野 講師 秦 喜久美 東京大学 理学
免疫学分野 講師 矢那瀬 紀子 東京医科大学 医学
公衆衛生学分野 講師 伊藤 朋子 東京医科大学 医学
公衆衛生学分野 講師 権田 優子 東京医科大学 医学
公衆衛生学分野 講師 菊池 宏幸 東京医科大学 医学 大阪大学 保健学(修士)
公衆衛生学分野 講師 福島 教照 東京女子医科大学 医学
健康増進スポーツ医学分野 講師 木目 良太郎 鹿屋体育大学 体育学(修士) 東京医科大学 医学
健康増進スポーツ医学分野 講師 黒澤 裕子 女子栄養大学 栄養学
法医学分野 講師 前田 秀将 東京大学 医学
医学教育学分野 講師 山崎 由花 順天堂大学 医学 ハワイ大学 Public Health
国際医学情報学分野 講師 小島 多香子 城西国際大学 国際文化（修士）
医療の質・安全管理学分野 講師 浦松 雅史 明治大学 法務 東邦大学 医学
医学総合研究所 講師 溝口 出 筑波大学 医学
医師・学生・研究者支援センター 講師 矢野 由希子 筑波大学 医学
医師・学生・研究者支援センター 講師 荒谷 聡子 筑波大学 学術（修士） 筑波大学 農学
医師・学生・研究者支援センター 講師 長井 美穂 東京医科大学 医学
未来医科学研究寄附講座 講師 藤田 英俊 筑波大学 学術（修士） 筑波大学 学術
自然科学領域化学教室 助教 石川 慎吾 山口大学 生命科学
自然科学領域化学教室 助教 西村 之宏
自然科学領域生物学教室 助教 河西 亜希子 東邦大学 理学
自然科学領域生物学教室 助教 田中 千香也 北里大学 水産学
人体構造学分野 助教 表原 拓也 神戸大学 農学(修士)
人体構造学分野 助教 河田 晋一 首都大学東京 健康科学
人体構造学分野 助教 永堀 健太 麻布大学 環境保健科学（修士）
組織・神経解剖学分野 助教 篠原 広志 鹿児島大学 農学
組織・神経解剖学分野 助教 柏木 太一 九州大学 農学
組織・神経解剖学分野 助教 増山 裕子 慶應義塾大学 医学
細胞生理学分野 助教 谷藤 章太 共立薬科大学 薬学(修士）
病態生理学分野 助教 和田 英治 東京大学 学術（修士） 東京大学 学術
病態生理学分野 助教 華藤 恵美 順天堂大学 医学
病態生理学分野 助教 川幡 由希香 東京大学 農学
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所属名 職名 氏名 学位1取得機関名 学位区分名1 学位2取得機関名 学位区分名2
生化学分野 助教 森谷 昇太
薬理学分野 助教 鈴木 宏昌 北里大学 薬学(修士） 慶應義塾大学 医学
薬理学分野 助教 草苅 伸也 前橋工科大学 工学(修士) 群馬大学 医学
分子病理学分野 助教 山田 侑子 東京医科大学 医学
人体病理学分野 助教 谷川 真希 広島大学 歯学
人体病理学分野 助教 平井 秀明 弘前大学 医学
人体病理学分野 助教 石橋 康則 群馬大学 医学
微生物学分野 助教 Khandakar M.A.Haque 群馬大学 医学
免疫学分野 助教 町山 裕亮 名古屋大学 医学
免疫学分野 助教 若松 英 筑波大学 医学
国際医学情報学分野 助教 Popiel H.Akiko 京都大学 薬学(修士） 京都大学 薬学
医療の質・安全管理学分野 助教 大坪 陽子 東京大学 公衆衛生学（修士）
疾患モデル研究センター 助教 熊谷 勝義 放送大学 学術(修士) 東京大学 農学
ラジオアイソトープ研究室 助教 久嶋 道広
大学機能関連分野医学総合研究所 助教 今西 哲 京都大学 農学
教育ＩＲセンター 助教 菰田 孝行 聖徳大学 児童（修士）
ナノ粒子先端医学応用講座 助教 山本 淳一 東京工業大学 理学(修士)
ナノ粒子先端医学応用講座 助教 朝妻 知子 東京大学 農学(修士) 東京大学 農学
健康増進スポーツ医学分野 助教（特任） 布施 沙由理 東洋大学 健康ﾃﾞｻﾞｲﾝ学（修士） 東京医科大学 医学
大学機能関連分野医学総合研究所 助教（特任） 村上 美帆 アラバマ大学 病理学 アラバマ大学 疫学（修士）
組織・神経解剖学分野 助手 戸田 景子
分子病理学分野 助手 藤田 浩司
分子病理学分野 助手 石川 章夫
分子病理学分野 助手 峯尾 松一郎 杏林大学 国際医療協力(修士)
法医学分野 助手 栗岩 ふみ
人体構造学分野 助手 宮脇 誠 新潟大学 医学
人体構造学分野 助手 倉升 三幸
人体構造学分野 助手 小林 由佳
人体構造学分野 助手 小川 夕輝 千葉大学 医科学(修士） 千葉大学 医学
組織・神経解剖学分野 助手 佐藤 亨
細胞生理学分野 助手 田井 忍
細胞生理学分野 助手 水本 遼 東京理科大学 薬学（修士）
生化学分野 助手 風間 宏美 日本大学 生物資源科学（修士）
生化学分野 助手 廣田 綾子
薬理学分野 助手 平木 崇子 実践女子大学 家政学(修士)
薬理学分野 助手 外山 由夏
薬理学分野 助手 大原 朋子 星薬科大学 薬学(修士）
分子病理学分野 助手 原田 裕一郎 山口大学 生命科学
分子病理学分野 助手 上田 しのぶ 名古屋市立大学 医学
人体病理学分野 助手 嶋山 ひとみ
人体病理学分野 助手 橋本 賢二
人体病理学分野 助手 沖山 恵美
人体病理学分野 助手 横塚 真由美
微生物学分野 助手 福井 利江
微生物学分野 助手 大神田 敬 文京学院大学 保健医療科学（修士）
免疫学分野 助手 古畑 昌枝
免疫学分野 助手 豊田 博子
公衆衛生学分野 助手 山田 弘子 東京家政大学 学術
公衆衛生学分野 助手 鶴見 由香
健康増進スポーツ医学分野 助手 木目 綾佳
健康増進スポーツ医学分野 助手 安生 幹子
国際医学情報学分野 助手 Kolba Clifford
大学機能関連分野疾患モデル研究センター 助手 児島 憲
大学機能関連分野疾患モデル研究センター 助手 大原 麻子 新潟大学 農学(修士)
大学機能関連分野医学総合研究所 助手 國場 寛子
低侵襲医療開発総合センター 助手 富田 淳美
低侵襲医療開発総合センター 助手 相田 泰子
血液内科学分野 主任教授 大屋敷 一馬 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 主任教授 近森 大志郎 高知医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 主任教授 小田原 雅人 東京大学 医学
消化器内科学分野 主任教授 糸井 隆夫 東京医科大学 医学
腎臓内科学分野 主任教授 菅野 義彦 慶應義塾大学 医学
神経内科学分野 主任教授 相澤 仁志 東京大学 医学
高齢総合医学分野 主任教授 羽生 春夫 東京医科大学 医学
精神医学分野 主任教授 井上 猛 北海道大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 主任教授 池田 徳彦 東京医科大学 医学
心臓血管外科学分野 主任教授 荻野 均 京都大学 医学
乳腺科学分野 主任教授 石川 孝 横浜市立大学 医学
脳神経外科学分野 主任教授 河野 道宏 東京大学 医学
整形外科学分野 主任教授 山本 謙吾 東京医科大学 医学
形成外科学分野 主任教授 松村 一 東京医科大学 医学
産科婦人科学分野 主任教授 西 洋孝 東京医科大学 医学
小児科学分野 主任教授 河島 尚志 東京医科大学 医学
眼科学分野 主任教授 後藤 浩 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 主任教授 塚原 清彰 東京医科大学 医学
皮膚科学分野 主任教授 坪井 良治 順天堂大学 医学
泌尿器科学分野 主任教授 大野 芳正 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 主任教授 内野 博之 東京医科大学 医学
放射線医学分野 主任教授 徳植 公一 慶應義塾大学 医学
臨床検査医学分野 主任教授 福武 勝幸 東京医科大学 医学
口腔外科学分野 主任教授 近津 大地 東京大学 医学
消化器内視鏡学分野 主任教授 河合 隆 東京医科大学 医学
血液内科学分野 教授 伊藤 良和 東京医科大学 医学
呼吸器内科学分野 教授 瀬戸口 靖弘 順天堂大学 医学
循環器内科学分野 教授 冨山 博史 日本大学 医学
地域医学療振興内科学茨城寄附講座 教授 大久保 信司 金沢医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 教授 沢田 哲治 東京大学 医学
高齢総合医学分野 教授 櫻井 博文 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 教授 梶原 直央 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 教授 筒井 英光 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 教授 大平 達夫 東京医科大学 医学
心臓血管外科学分野 教授 西部 俊哉 北海道大学 医学
消化器・小児外科学分野 教授 勝又 健次 東京医科大学 医学
脳神経外科学分野 教授 秋元 治朗 東京医科大学 医学
整形外科学分野 教授 西田 淳 岩手医科大学 医学
運動機能再建外科学神栖地域寄附講座 教授 高瀬 勝己 東京医科大学 医学
産科婦人科学分野 教授 寺内 文敏 東邦大学 医学
産科婦人科学分野 教授 久慈 直昭 慶應義塾大学 医学
眼科学分野 教授 若林 美宏 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 河野 淳 東京医科大学 医学
泌尿器科学分野 教授 大堀 理 北里大学 医学
麻酔科学分野 教授 中澤 弘一 東京医科歯科大学 医学
麻酔科学分野 教授 今泉 均 札幌医科大学 医学
放射線医学分野 教授 吉村 真奈 東京医科大学 医学
臨床検査医学分野 教授 天野 景裕 東京医科大学 医学
病院機能関連分野臨床腫瘍科 教授 吉村 明修 日本医科大学 医学
救急・災害医学分野 教授 三島 史朗 杏林大学 医学
病院機能関連分野渡航者医療センター 教授 濱田 篤郎 東京慈恵会医科大学 医学
総合診療医学分野 臨床教授 平山 陽示 東京医科大学 医学
病院機能関連分野緩和医療部 臨床教授 田上 正 熊本大学 医学
総合診療医学分野 准教授 原田 芳巳 東京医科大学 医学
血液内科学分野 准教授 田内 哲三 東京医科大学 医学
呼吸器内科学分野 准教授 中山 秀章 新潟大学 医学



所属名 職名 氏名 学位1取得機関名 学位区分名1 学位2取得機関名 学位区分名2
循環器内科学分野 准教授 里見 和浩 山梨大学 医学
循環器内科学分野 准教授 高田 佳史 東京医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 准教授 三輪 隆 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 准教授 祖父尼 淳 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 准教授 中村 郁夫 東京大学 医学
腎臓内科学分野 准教授 長岡 由女 東京医科大学 医学
高齢総合医学分野 准教授 馬原 孝彦 東京医科大学 医学
精神医学分野 准教授 市来 真彦 千葉大学 医学
睡眠学寄附講座 准教授 咲間 妙子 東京医科歯科大学 医学
消化器・小児外科学分野 准教授 永川 裕一 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 准教授 粕谷 和彦 東京医科大学 医学
乳腺科学分野 准教授 山田 公人 東京医科大学 医学
整形外科学分野 准教授 宍戸 孝明 東京医科大学 医学
小児科学分野 准教授 柏木 保代 東京医科大学 医学
小児科学分野 准教授 沼部 博直 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 稲垣 太郎 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授 大塚 康司 東京医科大学 医学
皮膚科学分野 准教授 原田 和俊 山梨医科大学 医学
泌尿器科学分野 准教授 並木 一典 東京医科大学 医学
放射線医学分野 准教授 齋藤 和博 東京医科大学 医学
国際診療部 准教授 水野 泰孝 東京慈恵会医科大学 医学
救急・災害医学分野 准教授 織田 順 大阪大学 医学
病院機能関連分野健診予防医学センター 准教授 岩渕 篤敬 東京医科大学 医学
病院機能関連分野健診予防医学センター 准教授 坪井 紀興 東京医科大学 医学
臨床研究支援センター 准教授 竹山 邦彦 名古屋大学 医学
病院機能関連分野感染制御部 准教授 渡邉 秀裕 杏林大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 臨床准教授 清水 顕 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 臨床准教授 荻原 幸彦 東京医科大学 医学
臨床検査医学分野 臨床准教授 山元 泰之 東京医科大学 医学
口腔外科学分野 臨床准教授 里見 貴史 東京医科大学 医学
総合診療医学分野 講師 川上 浩平 東京医科大学 医学
血液内科学分野 講師 岡部 聖一 東京医科大学 医学
血液内科学分野 講師 後藤 守孝 帝京大学 医学
呼吸器内科学分野 講師 笠木 聡 順天堂大学 医学
循環器内科学分野 講師 山下 淳 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 講師 渡邉 雅貴 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 講師 椎名 一紀 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 講師 武井 康悦 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 講師 五十嵐 祐子 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 講師 肥田 敏 東京医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 講師 金澤 昭 東京医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 講師 諏訪内 浩紹 慶應義塾大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 講師 志熊 淳平 東京医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 講師 酒井 裕幸 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 講師 辻 修二郎 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 講師 杉本 勝俊 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 講師 古市 好宏 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 講師 土屋 貴愛 東京医科大学 医学
神経内科学分野 講師 加藤 陽久 東京医科大学 医学
高齢総合医学分野 講師 平尾 健太郎 東京医科大学 医学
高齢総合医学分野 講師 清水 聰一郎 東京医科大学 医学
高齢総合医学分野 講師 金高 秀和 東京医科大学 医学
精神医学分野 講師 高江洲 義和 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 講師 岡野 哲也 日本医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 講師 垣花 昌俊 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 講師 萩原 優 東京医科大学 医学
心臓血管外科学分野 講師 神谷 健太郎 山梨大学 医学
心臓血管外科学分野 講師 小泉 信達 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 講師 石崎 哲央 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 講師 須田 健 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 講師 林 豊 順天堂大学 医学
脳神経外科学分野 講師 深見 真二郎 東京医科大学 医学
脳神経外科学分野 講師 橋本 孝朗 東京医科大学 医学
脳神経外科学分野 講師 中島 伸幸 東京医科大学 医学
整形外科学分野 講師 遠藤 健司 東京医科大学 医学
整形外科学分野 講師 小坂 泰一 東京医科大学 医学
整形外科学分野 講師 正岡 利紀 東京医科大学 医学
整形外科学分野 講師 小山 尊士 東京医科大学 医学
整形外科学分野 講師 立岩 俊之 東京医科大学 医学
形成外科学分野 講師 井田 夕紀子 東京医科大学 医学
形成外科学分野 講師 小宮 貴子 東京医科大学 医学
形成外科学分野 講師 小野 紗耶香 東京医科大学 医学
産科婦人科学分野 講師 伊東 宏絵 東京医科大学 医学
日立市地域産婦人科医療学寄附講座 講師 久保田 海雄 九州大学 農学
小児科学分野 講師 春原 大介 東京医科大学 医学
小児科学分野 講師 山中 岳 東京医科大学 医学
小児科学分野 講師 西亦 繁雄 東京医科大学 医学
小児科学分野 講師 熊田 篤 東京医科大学 医学
眼科学分野 講師 馬詰 和比古 東京医科大学 医学
眼科学分野 講師 丸山 勝彦 東京医科大学 医学
眼科学分野 講師 臼井 嘉彦 東京医科大学 医学
眼科学分野 講師 熊倉 重人 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 講師 岡本 伊作 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 講師 本橋 玲 東京医科大学 医学
皮膚科学分野 講師 阿部 名美子 岡山大学 医学
皮膚科学分野 講師 齋藤 万寿吉 東京医科大学 医学
皮膚科学分野 講師 伊藤 友章 東京医科大学 医学
泌尿器科学分野 講師 中神 義弘 東京医科大学 医学
泌尿器科学分野 講師 権藤 立男 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 講師 福井 秀公 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 講師 関根 秀介 東京医科大学 医学
放射線医学分野 講師 吉村 宜高 東京医科大学 医学
放射線医学分野 講師 佐口 徹 東京医科大学 医学
放射線医学分野 講師 三上 隆二 東京医科大学 医学
臨床検査医学分野 講師 稲葉 浩 東京医科大学 医学 昭和大学 薬学(修士）
臨床検査医学分野 講師 萩原 剛 東京医科大学 医学
臨床検査医学分野 講師 四本 美保子 東京医科大学 医学
口腔外科学分野 講師 古賀 陽子 東京大学 医学
救急・災害医学分野 講師 河井 健太郎 東京医科大学 医学
救急・災害医学分野 講師 内田 康太郎 東京医科大学 医学
病院機能関連分野リハビリテーションセンター 講師 長田 卓也 東京医科大学 医学
病院機能関連分野健診予防医学センター 講師 臼井 幹雄 東京医科大学 医学
病院機能関連分野健診予防医学センター 講師 鈴木 章孝 東京医科大学 医学
病院機能関連分野感染制御部 講師 中村 造 東京医科大学 医学
血液凝固異常症遺伝子研究寄附講座 講師 野坂 圭子 東京医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 臨床講師 伊藤 禄郎 東京医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 臨床講師 太原 恒一郎 東京医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 臨床講師 林 映 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 臨床講師 立花 慎吾 東京医科大学 医学
整形外科学分野 臨床講師 香取 庸一 東京医科大学 医学
眼科学分野 臨床講師 阿川 毅 東京医科大学 医学
眼科学分野 臨床講師 川上 摂子 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 臨床講師 柿沼 孝泰 東京医科大学 医学
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口腔外科学分野 臨床講師 渡辺 正人 東京医科大学 医学
病院機能関連分野リハビリテーションセンター 臨床講師 上野 竜一 東京医科大学 医学
血液内科学分野 講師(特任) 梅津 知宏 東京理科大学 工学
総合診療医学分野 助教 山口 佳子
総合診療医学分野 助教 福島 大起
総合診療医学分野 助教 畑中 志郎
総合診療医学分野 助教 織田 香里
血液内科学分野 助教 赤羽 大悟 東京医科大学 医学
血液内科学分野 助教 齋藤 優
血液内科学分野 助教 吉澤 成一郎 東京医科大学 医学
血液内科学分野 助教 勝呂 多光子 東京医科大学 医学
血液内科学分野 助教 片桐 誠一朗 東京医科大学 医学
血液内科学分野 助教 田中 裕子 東京医科大学 医学
血液内科学分野 助教 藤本 博昭
呼吸器内科学分野 助教 杉山 伸也
呼吸器内科学分野 助教 冨樫 佑基
循環器内科学分野 助教 村田 直隆 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 助教 小松 俊介 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 助教 矢崎 義直
循環器内科学分野 助教 廣瀬 公彦
循環器内科学分野 助教 山口 済
循環器内科学分野 助教 平野 雅春 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 助教 黒羽根 彩子 東京医科大学 医学
地域医療振興内科学茨城寄附講座 助教 田辺 裕二郎 金沢医科大学 医学
地域医療振興内科学茨城寄附講座 助教 荒井 悌子
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 助教 佐野 晃士
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 助教 加藤 紀和
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 助教 森 浩章
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 助教 水内 隆浩
分子糖尿病学寄附講座（萬田記念講座） 助教 武田 貴子 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 助教 笠井 美孝 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 助教 向井 俊太郎
消化器内科学分野 助教 桑田 直子 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 助教 竹内 啓人
消化器内科学分野 助教 藤田 充
消化器内科学分野 助教 田中 麗奈 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 助教 辻 雄一郎 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 助教 殿塚 亮祐 東京医科大学 医学
消化器内科学分野 助教 杉本 暁彦
消化器内科学分野 助教 八木 健二
腎臓内科学分野 助教 宮岡 良卓
腎臓内科学分野 助教 平野 麻子
神経内科学分野 助教 齊藤 智子
神経内科学分野 助教 田口 丈士
神経内科学分野 助教 井戸 信博
神経内科学分野 助教 福田 友里愛
高齢総合医学分野 助教 深澤 雷太 東京医科大学 医学
高齢総合医学分野 助教 佐藤 友彦 東京医科大学 医学
精神医学分野 助教 大野 浩太郎 東京医科大学 医学
精神医学分野 助教 佐藤 光彦
精神医学分野 助教 小野 泰之
精神医学分野 助教 松本 恭典
精神医学分野 助教 作田 慶輔 東京医科大学 医学
精神医学分野 助教 石川 純
精神医学分野 助教 村越 晶子 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 今井 健太郎 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 前田 純一 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 前原 幸夫 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 荒牧 直 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 松浦 久美
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 田村 温美
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 牧野 洋二郎
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 古本 秀行
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 嶋田 善久 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 工藤 勇人 東京医科大学 医学
呼吸器・甲状腺外科学分野 助教 吉田 浩一 東京医科大学 医学
心臓血管外科学分野 助教 藤吉 俊毅
心臓血管外科学分野 助教 岩橋 徹 東京医科大学 医学
心臓血管外科学分野 助教 高橋 聡
心臓血管外科学分野 助教 加納 正樹
心臓血管外科学分野 助教 丸野 恵大
心臓血管外科学分野 助教 河合 幸史
心臓血管外科学分野 助教 松原 忍
心臓血管外科学分野 助教 鈴木 隼
消化器・小児外科学分野 助教 太田 喜洋 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 助教 許 文聰
消化器・小児外科学分野 助教 瀧下 智恵
消化器・小児外科学分野 助教 清水 聡子 順天堂大学 医学
消化器・小児外科学分野 助教 新後閑 正敏 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 助教 和田 貴宏
消化器・小児外科学分野 助教 土方 陽介
消化器・小児外科学分野 助教 高橋 恒輔
消化器・小児外科学分野 助教 幕内 洋介
消化器・小児外科学分野 助教 桑原 寛
消化器・小児外科学分野 助教 榎本 正統 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 助教 渡辺 隆文 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 助教 佐原 八束
消化器・小児外科学分野 助教 岩崎 謙一 東京医科大学 医学
消化器・小児外科学分野 助教 村越 雄介 東京医科大学 医学
乳腺科学分野 助教 河手 敬彦
乳腺科学分野 助教 淺岡 真理子
乳腺科学分野 助教 寺岡 冴子
脳神経外科学分野 助教 松島 健
脳神経外科学分野 助教 青柳 滋
脳神経外科学分野 助教 須田 智裕
脳神経外科学分野 助教 一桝 倫生
脳神経外科学分野 助教 田中 悠二郎
脳神経外科学分野 助教 伊澤 仁之
脳神経外科学分野 助教 原岡 怜
整形外科学分野 助教 東儀 季功
整形外科学分野 助教 西川 洋平
整形外科学分野 助教 関 健
整形外科学分野 助教 高松 太一郎
整形外科学分野 助教 松永 怜
整形外科学分野 助教 青木 真哉 東京医科大学 医学
整形外科学分野 助教 高橋 翼 東京医科大学 医学
整形外科学分野 助教 依藤 麻紀子 東京医科大学 医学
整形外科学分野 助教 田中 英俊 東京医科大学 医学
整形外科学分野 助教 松岡 佑嗣
整形外科学分野 助教 伊藤 俊幸
骨・関節バイオマテリアル研究寄附講座 助教 高橋 康仁
運動機能再建外科学神栖地域寄附講座 助教 田村 圭
形成外科学分野 助教 佐藤 宗範



所属名 職名 氏名 学位1取得機関名 学位区分名1 学位2取得機関名 学位区分名2
形成外科学分野 助教 朝本 有紀
形成外科学分野 助教 島田 和樹
産科婦人科学分野 助教 鷲田 貴一
産科婦人科学分野 助教 森竹 哲也
産科婦人科学分野 助教 土田 奈々枝
産科婦人科学分野 助教 長嶋 武雄
産科婦人科学分野 助教 林 茂空
産科婦人科学分野 助教 上野 啓子
産科婦人科学分野 助教 高見澤 重篤
産科婦人科学分野 助教 長谷川 朋也 東京医科大学 医学
産科婦人科学分野 助教 大石 康文
産科婦人科学分野 助教 小島 淳哉 東京医科大学 医学
産科婦人科学分野 助教 佐々木 徹 東京医科大学 医学
産科婦人科学分野 助教 小野 理貴
産科婦人科学分野 助教 山中 善太
小児科学分野 助教 菅波 佑介 東京医科大学 医学
小児科学分野 助教 三浦 太郎 東京医科大学 医学
小児科学分野 助教 石井 宏樹 東京医科大学 医学
小児科学分野 助教 高橋 英城
小児科学分野 助教 呉 宗憲 東京医科大学 医学
小児科学分野 助教 千代反田 雅子
小児科学分野 助教 奈良 昇乃助 東京医科大学 医学
小児科学分野 助教 中島 隼也 東京医科大学 医学
小児科学分野 助教 石田 悠 東京医科大学 医学
眼科学分野 助教 八木 浩倫
眼科学分野 助教 山本 香織 東京女子医科大学 医学
眼科学分野 助教 山川 直之 東京医科大学 医学
眼科学分野 助教 上田 俊一郎
眼科学分野 助教 小竹 修
眼科学分野 助教 片平 晴己
眼科学分野 助教 中川 迅 東京医科大学 医学
眼科学分野 助教 成松 明知
眼科学分野 助教 禰津 直也
眼科学分野 助教 嶺崎 輝海
眼科学分野 助教 松島 亮介
眼科学分野 助教 馬詰 朗比古
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 助教 井谷 茂人
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 助教 岡吉 洋平
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 助教 佐藤 宏樹
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 助教 白井 杏湖 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 助教 高瀬 聡一郎
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 助教 勝部 泰彰
皮膚科学分野 助教 内山 真樹 東京医科大学 医学
皮膚科学分野 助教 山本 真実 東京医科大学 医学
皮膚科学分野 助教 入澤 亮吉
皮膚科学分野 助教 加藤 雄一郎
皮膚科学分野 助教 平野 宏文
皮膚科学分野 助教 前 賢一郎
泌尿器科学分野 助教 平澤 陽介
泌尿器科学分野 助教 鏑木 直人
泌尿器科学分野 助教 小野 朝
泌尿器科学分野 助教 橋本 剛 東京医科大学 医学
泌尿器科学分野 助教 小田垣 悠
泌尿器科学分野 助教 清水 優人
泌尿器科学分野 助教 佐竹 直哉 東京医科大学 医学
泌尿器科学分野 助教 下平 憲治 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 助教 齊木 巌
麻酔科学分野 助教 沖田 綾乃
麻酔科学分野 助教 清川 聖代
麻酔科学分野 助教 石田 裕介
麻酔科学分野 助教 濱田 隆太
麻酔科学分野 助教 西山 遼太 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 助教 板橋 俊雄
麻酔科学分野 助教 竹下 裕二 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 助教 千々岩 みゆき 九州工業大学
麻酔科学分野 助教 魚島 直美 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 助教 長島 史明
放射線医学分野 助教 桝野 龍平 東京医科大学 医学
放射線医学分野 助教 田島 祐 東京医科大学 医学
放射線医学分野 助教 高良 憲一 東京医科大学 医学
放射線医学分野 助教 大高 純
放射線医学分野 助教 勇内山 大介 東京医科大学 医学
放射線医学分野 助教 白石 沙眞 東京医科大学 医学
臨床検査医学分野 助教 関谷 綾子
臨床検査医学分野 助教 高橋 陽子 東京医科大学 医学
臨床検査医学分野 助教 村松 崇
臨床検査医学分野 助教 近澤 悠志 東京医科大学 医学
臨床検査医学分野 助教 一木 昭人
臨床検査医学分野 助教 備後 真登
口腔外科学分野 助教 木本 明 神戸大学 歯学
口腔外科学分野 助教 仲井 孝之
口腔外科学分野 助教 河野 通秀 東京医科大学 医学
口腔外科学分野 助教 長谷川 温
口腔外科学分野 助教 高橋 英俊 東京医科大学 医学
口腔外科学分野 助教 渡邉 純
救急・災害医学分野 助教 鈴木 彰二
救急・災害医学分野 助教 内堀 健一郎
救急・災害医学分野 助教 東 一成
救急・災害医学分野 助教 上田 康弘
救急・災害医学分野 助教 櫻井 雅子
救急・災害医学分野 助教 石井 友理
病院機能関連分野健診予防医学センター 助教 永倉 玲
低侵襲心臓・血管病治療センター 助教 後藤 雅之
病院機能関連分野渡航者医療センター 助教 福島 慎二 順天堂大学 医学
生涯教育センター 助教 山本 健治郎
シミュレーションセンター 助教 冷水 育 東京医療保健大学 看護学(修士)
病院機能関連分野感染制御部 助教 佐藤 昭裕 東京医科大学 医学
大学・大学病院情報システム室 助教 渡邊 亮 東京大学 公衆衛生学（修士）
大学・大学病院情報システム室 助教 大原 達美
血液内科学分野 臨床助教 古屋 奈穂子 東京医科大学 医学
循環器内科学分野 臨床助教 金山 純二
腎臓内科学分野 臨床助教 渡邊 カンナ
腎臓内科学分野 臨床助教 知名 理絵子
遺伝子診療センター 臨床助教 稲垣 夏子 東京医科大学 医学
総合診療医学分野 病院助教 兒嶋 君児
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 病院助教 佐々木 順子 東京医科大学 医学
糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 病院助教 田子 麻由
呼吸器・甲状腺外科学分野 病院助教 前田 和嘉子 福岡大学 医学
産科婦人科学分野 病院助教 新村 朋美
産科婦人科学分野 病院助教 班目 有加
産科婦人科学分野 病院助教 永藤 純子
日立市地域産婦人科医療学寄附講座 病院助教 野平 知良 東京医科大学 医学
小児科学分野 病院助教 森下 那月美



所属名 職名 氏名 学位1取得機関名 学位区分名1 学位2取得機関名 学位区分名2
眼科学分野 病院助教 柴田 元子
眼科学分野 病院助教 沼田 沙織
眼科学分野 病院助教 森地 陽子
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 病院助教 島田 理恵
皮膚科学分野 病院助教 沼田 貴史 東京医科大学 医学
皮膚科学分野 病院助教 薩摩 敦子
皮膚科学分野 病院助教 小林 知子
皮膚科学分野 病院助教 松本 由香
麻酔科学分野 病院助教 井門 千聡 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 病院助教 屋良 美紀 東京医科大学 医学
麻酔科学分野 病院助教 坂本 美紀
麻酔科学分野 病院助教 瀬田 奈祐子
整形外科学分野 助教（特任） 澤地 恭昇
日立市地域産婦人科医療学寄附講座 助手 徐 達文
日立市地域産婦人科医療学寄附講座 助手 濱田 千代
血液内科学分野 助手(特任) 川名 千晶
消化器外科学分野 主任教授 鈴木 修司 東京女子医科大学 医学
神経内科 教授 山崎 薫 獨協医科大学 医学
内科（腎臓） 教授 小林 正貴 筑波大学 医学
内科（代謝内分泌） 教授 桂 善也 東京医科大学 医学
内科（呼吸器） 教授 中村 博幸 東京医科大学 医学
内科（呼吸器） 教授 青柴 和徹 東京女子医科大学 医学
呼吸器外科 教授 古川 欣也 東京医科大学 医学
内科（消化器） 教授 池上 正 筑波大学 医学
内科（消化器） 教授 松崎 靖司 筑波大学 医学
整形外科 教授 石井 朝夫 筑波大学 医学
皮膚科 教授 川内 康弘 筑波大学 医学
泌尿器科 教授 青柳 貞一郎 学位授与機構 医学
産婦人科 教授 藤村 正樹 富山医科薬科大学 医学
眼科 教授 岩崎 琢也 東京医科大学 医学
放射線科 教授 菅原 信二 筑波大学 医学
歯科口腔外科 教授 松尾 朗 日本歯科大学 歯学
病理診断部 教授 森下 由紀雄 岐阜大学 医学
共同研究センター 教授 本多 彰 筑波大学 医学
内科（総合診療） 臨床教授 柳生 久永 東京医科大学 医学
内科（腎臓） 准教授 平山 浩一 筑波大学 医学
精神科 准教授 桝屋 二郎 東京医科大学 医学
内科（代謝内分泌） 准教授 永瀬 晃正 広島大学 医学
内科（消化器） 准教授 岩本 淳一 東京医科大学 医学
消化器外科学分野 准教授 島崎 二郎 東京医科大学 医学
消化器外科学分野 准教授 下田 貢 獨協医科大学 医学
整形外科 准教授 吉井 雄一 筑波大学 医学
整形外科 准教授 酒井 晋介 筑波大学 医学
泌尿器科 准教授 黒田 功 香川医科大学 医学
眼科 准教授 真穂 雅博 日本医科大学 医学 筑波大学 工学
放射線科 准教授 高橋 正秀 筑波大学 医学
集中治療部 准教授 柳田 国夫 東京医科大学 医学
脳神経外科 臨床准教授 齋田 晃彦 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科 臨床准教授 西山 信宏 東京医科大学 医学
麻酔科 臨床准教授 室園 美智博 東京医科大学 医学
内科（腎臓） 講師 下畑 誉 筑波大学 医学
呼吸器外科 講師 加藤 靖文 東京医科大学 医学
内科（消化器） 講師 平山 剛 筑波大学 医学
循環器内科 講師 東谷 迪昭 東京女子医科大学 医学
循環器内科 講師 柴 千恵 東京医科大学 医学
眼科 講師 塚原 林太郎 東京医科大学 医学
共同研究センター 講師 宮崎 照雄 筑波大学 医学
感染制御部 講師 宇留間 友宣 杏林大学 医学
消化器外科学分野 臨床講師 丸山 常彦 筑波大学 医学
小児科 臨床講師 長尾 竜兵 東京医科大学 医学
眼科 臨床講師 阿川 哲也 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科 臨床講師 高田 大輔 東京医科大学 医学
茨城県地域医療連携ｼｽﾃﾑ学寄附講座 助教 丸山 浩史
茨城県地域医療連携ｼｽﾃﾑ学寄附講座 助教 大場 英典
神経内科 助教 高木 健治
内科（感染症） 助教 清田 育男 東京医科大学 医学
内科（腎臓） 助教 宮本 和宜 東京医科大学 医学
内科（腎臓） 助教 高安 真美子 昭和大学 医学
内科（代謝内分泌） 助教 小暮 晃一郎
内科（呼吸器） 助教 菊池 亮太
内科（呼吸器） 助教 岩井 悠希
呼吸器外科 助教 小野 祥太郎 東京医科大学 医学
内科（消化器） 助教 村上 昌
内科（消化器） 助教 屋良 昭一郎
内科（消化器） 助教 小西 直樹
内科（消化器） 助教 門馬 匡邦
外科（消化器） 助教 田子 友哉
外科（消化器） 助教 鈴木 和臣
外科（消化器） 助教 西田 清孝
循環器内科 助教 小松 靖
循環器内科 助教 鈴木 利章
循環器内科 助教 阿部 憲弘
循環器内科 助教 大嶋 桜太郎
循環器内科 助教 木村 一貴 東京医科大学 医学
小児科 助教 志村 優
小児科 助教 笹本 武明
小児科 助教 須田 和華子
外科（乳腺） 助教 海瀬 博史
整形外科 助教 宮本 泰典
整形外科 助教 十時 靖和
脳神経外科 助教 横山 智哉
脳神経外科 助教 生天目 浩昭 東京医科大学 医学
脳神経外科 助教 新井 佑輔
脳神経外科 助教 大橋 智生
脳神経外科 助教 市川 恵
皮膚科 助教 福原 祐衣
泌尿器科 助教 徳山 尚斗
泌尿器科 助教 長尾 剛
産婦人科 助教 石川 貴久
産婦人科 助教 小暮 健二郎
眼科 助教 阿部 駿
眼科 助教 水井 徹
耳鼻咽喉科 助教 平澤 一浩
放射線科 助教 原田 Ｌ.大世
放射線科 助教 高橋 由理
歯科口腔外科 助教 濱田 勇人 東京医科大学 医学
麻酔科 助教 崔 英姫
麻酔科 助教 武田 明子 東京医科大学 医学
麻酔科 助教 山本 亜矢
形成外科 助教 伊藤 謹民 東京医科大学 医学
形成外科 助教 三宅 優海
病理診断部 助教 洪 建偉 東京医科大学 医学
消化器外科・移植外科学分野 主任教授 河地 茂行 慶應義塾大学 医学



所属名 職名 氏名 学位1取得機関名 学位区分名1 学位2取得機関名 学位区分名2
循環器内科 教授 田中 信大 東京医科大学 医学
感染症科 教授 藤井 毅 長崎大学 医学
呼吸器外科 教授 高橋 秀暢 東京医科大学 医学
心臓血管外科 教授 進藤 俊哉 東京大学 医学
乳腺科 教授 林 光弘 新潟大学 医学
脳神経外科 教授 神保 洋之 昭和大学 医学
眼科 教授 志村 雅彦 東北大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 小川 恭生 東京医科大学 医学
皮膚科 教授 梅林 芳弘 筑波大学 医学
麻酔科 教授 輪嶋 善一郎 日本医科大学 医学
腎臓内科・血液浄化療法室 教授 尾田 高志 東北大学 医学
リウマチ性疾患治療センター 教授 青木 昭子 横浜市立大学 医学
臨床腫瘍科 教授 小山 信之 東京医科歯科大学 医学
複合診療部 教授 澁谷 誠 東京医科大学 医学
特定集中治療部 教授 池田 寿昭 東京医科大学 医学
特定集中治療部 教授 小野 聡 東京大学 医学
呼吸器内科 臨床教授 一和多 俊男 日本大学 医学
循環器内科 准教授 笠井 督雄 東京慈恵会医科大学 医学
糖尿病･内分泌･代謝･膠原病内科 准教授 大野 敦 東京医科大学 医学
消化器内科 准教授 福澤 誠克 東京医科大学 医学
高齢診療科 准教授 金谷 潔史 東京医科大学 医学
心臓血管外科 准教授 赤坂 純逸 東北大学 医学
眼科 准教授 野間 英孝 広島大学 医学
皮膚科 准教授 加藤 雪彦 東京医科大学 医学
臨床検査医学科 准教授 田中 朝志 東京医科大学 医学
歯科口腔外科 准教授 小川 隆 東京医科大学 医学
神経内科 准教授 赫 寛雄 東京医科大学 医学
病理診断部 准教授 平野 博嗣 大阪医科大学 医学
血液内科 臨床准教授 岩瀬 理 東京医科大学 医学
放射線科 臨床准教授 朴 辰浩 東京医科大学 医学
血液内科 講師 中嶋 晃弘 東京医科大学 医学
呼吸器内科 講師 内海 健太 東京医科大学 医学
呼吸器内科 講師 清水谷 尚宏 東京医科大学 医学
糖尿病･内分泌･代謝･膠原病内科 講師 松下 隆哉 徳島大学 医学
高齢診療科 講師 阿部 晋衛 東京医科大学 医学
呼吸器外科 講師 中嶋 英治 東京医科大学 医学
消化器外科・移植外科学分野 講師 千葉 斉一 慶應義塾大学 医学
消化器外科・移植外科学分野 講師 片柳 創 東京医科大学 医学
脳神経外科 講師 須永 茂樹 昭和大学 医学
整形外科 講師 佐野 圭二 東京医科大学 医学
眼科 講師 安田 佳奈子 東北大学 医学
泌尿器科 講師 宍戸 俊英 東京医科大学 医学
泌尿器科 講師 相澤 卓 東京医科大学 医学
放射線科 講師 大久保 充 近畿大学 医学
腎臓内科・血液浄化療法室 講師 山田 宗治 大学評価・学位授与機構 医学
腎臓外科 講師 今野 理 東京医科大学 医学
腎臓外科 講師 中村 有紀 東京医科大学 医学
腎臓外科 講師 岩本 整 東京医科大学 医学
救命救急センター 講師 新井 隆男 東京医科大学 医学
救命救急センター 講師 弦切 純也 東京医科大学 医学
消化器内科 臨床講師 中村 洋典 東京医科大学 医学
心臓血管外科 臨床講師 井上 秀範 山梨医科大学 医学
形成外科 臨床講師 吉澤 直樹 東京医科大学 医学
小児科 臨床講師 小穴 信吾 東京医科大学 医学
麻酔科 臨床講師 西山 隆久 東京医科大学 医学
腎臓内科・血液浄化療法室 臨床講師 吉川 憲子 東京医科大学 医学
循環器内科 助教 西原 崇創
循環器内科 助教 齋藤 友紀雄 東京医科大学 医学
循環器内科 助教 外間 洋平
循環器内科 助教 冨士田 康宏
循環器内科 助教 渡邉 圭介
循環器内科 助教 高橋 聡介
循環器内科 助教 相賀 護
循環器内科 助教 佐々木 雄一
糖尿病･内分泌･代謝･膠原病内科 助教 永田 卓美
糖尿病･内分泌･代謝･膠原病内科 助教 池内 佑一
糖尿病･内分泌･代謝･膠原病内科 助教 小林 高明 東京医科大学 医学
消化器内科 助教 本定 三季 東京医科大学 医学
消化器内科 助教 山口 隼
消化器内科 助教 平良 淳一 東京医科大学 医学
高齢診療科 助教 畑中 啓邦
感染症科 助教 小林 勇仁
呼吸器外科 助教 江里口 大介
呼吸器外科 助教 村上 浩太郎
心臓血管外科 助教 本橋 慎也
心臓血管外科 助教 松倉 満
消化器外科・移植外科学分野 助教 筒井 りな
消化器外科・移植外科学分野 助教 富田 晃一
消化器外科・移植外科学分野 助教 田渕 悟 慶應義塾大学 医学
消化器外科・移植外科学分野 助教 松土 尊映 東京医科大学 医学
消化器外科・移植外科学分野 助教 笠原 健大
消化器外科・移植外科学分野 助教 佐野 達
消化器外科・移植外科学分野 助教 下田 陽太
消化器外科・移植外科学分野 助教 横山 卓剛 東京医科大学 医学
消化器外科・移植外科学分野 助教 郡司 崇裕
乳腺科 助教 天谷 圭吾
脳神経外科 助教 大塚 邦紀
脳神経外科 助教 橋本 亮 東京医科大学 医学
脳神経外科 助教 加藤 大地
脳神経外科 助教 須長 正貴
整形外科 助教 原口 貴久
整形外科 助教 西村 浩輔 東京医科大学 医学
整形外科 助教 村田 寿馬 東京医科大学 医学
形成外科 助教 自見 庄太郎
形成外科 助教 春名 奈津紀 東京医科大学 医学
形成外科 助教 尾島 洋介
産科・婦人科 助教 忽那 ともみ
産科・婦人科 助教 中崎 千晶
産科・婦人科 助教 小野寺 高幹
産科・婦人科 助教 清水 基弘
産科・婦人科 助教 寺田 秀昭
小児科 助教 渡邊 由祐
小児科 助教 加藤 幸子
小児科 助教 横山 麻里亜
小児科 助教 縣 一志
小児科 助教 鈴木 俊輔 東京医科大学 医学
眼科 助教 藤井 敬子
眼科 助教 眞島 麻子
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 近藤 貴仁 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 矢富 正徳 東京医科大学 医学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 岩澤 敬
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 羽生 健治
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 野本 剛輝 東京医科大学 医学



所属名 職名 氏名 学位1取得機関名 学位区分名1 学位2取得機関名 学位区分名2
皮膚科 助教 桐山 徳子
泌尿器科 助教 三間 隆史
泌尿器科 助教 林 建二郎
麻酔科 助教 岩瀬 直人
麻酔科 助教 富野 美紀子
麻酔科 助教 佐藤 雄一
放射線科 助教 代田 夏彦 東京医科大学 医学
放射線科 助教 山田 隆文
放射線科 助教 鈴木 邦仁 東京医科大学 医学
歯科口腔外科 助教 山川 樹
腎臓内科・血液浄化療法室 助教 冨安 朋宏
腎臓内科・血液浄化療法室 助教 大島 泰斗
腎臓内科・血液浄化療法室 助教 小松 秀平
腎臓内科・血液浄化療法室 助教 廣瀬 剛
腎臓外科 助教 木原 優 東京医科大学 医学
神経内科 助教 金丸 晃大
神経内科 助教 上田 優樹
総合診療科 助教 宮島 豪
臨床腫瘍科 助教 渡辺 恭孝 自治医科大学 医学
複合診療部 助教 梶 邦成
複合診療部 助教 奥山 亮介
複合診療部 助教 前田 亮二
複合診療部 助教 大嶽 宏明
複合診療部 助教 高橋 奈々惠
複合診療部 助教 奴田原 大輔
複合診療部 助教 平山 泰丈
複合診療部 助教 松江 右武
病理診断部 助教 脇屋 緑
救命救急センター 助教 櫻井 将継
救命救急センター 助教 星合 朗
救命救急センター 助教 上杉 泰隆
救命救急センター 助教 佐野 秀史 東京医科大学 医学
救命救急センター 助教 長田 雄大 東京医科大学 医学
特定集中治療部 助教 奈倉 武郎
特定集中治療部 助教 須田 慎吾
消化器外科・移植外科学分野 助教 小林 敏倫
医学部看護学科 教授 成瀬 和子 聖路加看護大学 看護学
医学部看護学科 教授 小林 信 北里大学 看護学(修士)
医学部看護学科 教授 鈴木 祐子 大分医科大学 看護学(修士)
医学部看護学科 教授 平井 和恵 群馬大学 保健学(修士)
医学部看護学科 教授 永島 美香 群馬大学 保健学(修士)
医学部看護学科 教授 阿部 祝子 兵庫県立大学 応用情報科学(修士) 兵庫県立大学 応用情報科学
医学部看護学科 教授 小室 佳文 千葉大学 看護学
医学部看護学科 教授 鈴木 良美 聖路加看護大学 看護学(修士) 聖路加看護大学 看護学
医学部看護学科 教授 阿部 幸恵 聖徳大学 児童学（修士） 聖徳大学 児童学
医学部看護学科 教授 森山 幹夫
医学部看護学科 准教授 長田 里絵 東京大学 看護学
医学部看護学科 准教授 春日 広美 千葉大学 看護学(修士) 千葉大学 看護学
医学部看護学科 准教授 藤本 薫 北里大学 看護学(修士)
医学部看護学科 准教授 前田 京子 東京大学 保健学
医学部看護学科 准教授 吉澤 みゆき 明星大学 教育学(修士)
医学部看護学科 准教授 小林 万里子 長野県看護大学 看護学(修士)
医学部看護学科 准教授 伊藤 綾子 東京医科歯科大学 看護学
医学部看護学科 准教授 田所 良之 千葉大学 看護学(修士)
医学部看護学科 講師 河田 照絵 兵庫県立看護大学 看護学
医学部看護学科 講師 瀬戸山 陽子 東京大学 保健学(修士) 聖路加看護大学 看護学
医学部看護学科 講師 田村 知子 東京女子医科大学 看護学(修士)
医学部看護学科 講師 小野田 舞 島根大学 看護学(修士)
医学部看護学科 講師 田中 瞳 東京女子医科大学 看護学(修士)
医学部看護学科 講師 中島 淑恵 東北大学 障害科学(修士) 東北大学 医学
医学部看護学科 講師 藤沼 小智子 東京女子医科大学 看護学(修士)
医学部看護学科 講師 神澤 尚利 山梨大学 看護学(修士)
医学部看護学科 助教 岩田 尚子 千葉大学 看護学(修士)
医学部看護学科 助教 清水 典子 埼玉県立大学 看護学(修士)
医学部看護学科 助教 西村 礼子 東京医科歯科大学 看護学(修士)
医学部看護学科 助教 黒岩 美幸 東京女子医科大学 看護学
医学部看護学科 助教 久長 正美 千葉大学 看護学(修士)
医学部看護学科 助教 西塔 依久美 富山大学 医学（修士）
医学部看護学科 助教 五十嵐 涼子 東京女子医科大学 看護学(修士) 東京女子医科大学 看護学
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D.　その他の学術論文 : 短報，レター，図説，臨床治験，プロシーディングなどで学術誌に掲載された論文

尚，ここで言う学術誌とはMEDLINE，医学中央雑誌などのデータベースに登録されているか，レフェリーシステム
を有する権威ある学術雑誌（商業誌を含む）を指す

III.　学術刊行物（査読のないもの）商業誌
A.　研究報告 : 公的機関刊行物，これに準ずる各種学術団体および委託研究の成果報告で，論文形式 （はじめに，方法，

結果…）を整えたもの（II-D以外のプロシーディングを含む）
B.　その他の学術刊行物 : 教育，解説および医学講座など
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国際学会
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国内学会（地方会・研究会含む）
A.　特別講演，招待講演，シンポジスト，パネリスト，ワークショップなど
B.　一般演題，ポスター発表など

V.　学会賞受賞・学術関連広報活動ほか
A.　学会賞受賞
B.　マスメディア，視聴覚メディア，座談会，インタビュー，セミナー，講習会，年報など業績として記録しておくにふ

さわしい活動

（備考）
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2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 1S

哲 学 教 室

【教育】
「到 達 目 標」　1.　医療を含む人間の様々な営みを深く理解するために，自然科学とは異なった哲学特有の方法（内省と対話に

よる本質観取の方法）が編み出されてきたことを学生に理解させ，この方法を実習を通じて体得させる。2.　哲
学的な人間論を理解し，自己理解と他者理解につなげる。3. 医療を哲学的に捉え直す（「医療において絶対に正
しい判断は不可能である」ということを理解したうえで，どのような医療が可能かを考える）。

「現 状 説 明」　討論を大幅に盛り込んで，哲学特有の方法が実感できるように努めている。
「点検・評価」　学生たちは哲学の方法を身につけてきていると感じている。ただ熱心な学生とそうでない学生がいる。哲学的な

人間論に興味と理解を示す学生も増えており，テストやレポートの質は上がっている。医療の哲学的な捉え直し
については，やや時間が足りなかった。

「改 善 方 策」　班ごとの発表を「e自主自学」上にアップさせ評価をつけるなど，発表及び評価の方法を工夫してみたい。医療
の哲学的な捉え直しについてはもう少し時間をとりたい。

「目標・改善方策の達成度」　3つの到達目標に対してはまずまず達成されていると判断している。発表及び評価の改善について
は 2016年度から取り組みたい。

【研究】
「到 達 目 標」　現象学の方法の人間科学への応用可能性について考察を深める。とくに本質観取の方法についてそれを発表し，

著作の形にまとめる。
「現 状 説 明」　西南学院講座などで，発表やシンポジウムを行った。2015年秋に『人間科学におけるエヴィデンスとは何か』（共

著，小林隆児・西研編）を上梓することができた。
「点検・評価」　成果を挙げることができた。
「改 善 方 策」　今後とも一般講演を減らし，論文と著作に時間を振り向けたい。
「目標・改善方策の達成度」　目標は一定程度実現できたと考える。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　学外の講座や講演，企業研修などを通じて，哲学の思考法を広める。
「現 状 説 明」　朝日カルチャーセンターでは合宿を行った。JMA（能率協会）や，東芝の研修において，幹部候補生の人たちに

哲学のワークショップを行った。
「点検・評価」　充実したワークショップや講演を行うことができた。参加した方々にも喜んでもらえたと感じている。講演の回

数も適切であった。
「改 善 方 策」　現状でよいと考えている。
「目標・改善方策の達成度」　執筆に集中するために講演回数を減らすことを前年度から考えていたが，うまく減らすことができ

た。

I.　著書
1. 人間科学と本質観取 『人間科学におけるエ

ヴィデンスとは何か－現
象学と実践をつなぐ』新
曜社，119-185, 2015

西　　　研（編：小林　隆児，西　　　研）

2. 人生の納得と了解をどうつくるか 『セラピーとはなにか』
言視舎，167-177, 2015

西　　　研（編：饑餓　陣営，佐藤　幹夫）

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 完全解読ルソー『エミール』 朝日カルチャーセンター

（2015.1.31-2.1）箱根花月
園

西　　　研，山竹　伸二

2. 共通了解の技術としての哲学 東芝リベラルアーツ研修
（2015.2.20）東芝研修セ
ンター

西　　　研
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学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌2S

3. 支援のための人間学 たんぽぽの会（精神障害
者の親の会）（2015.3.2） 
世田谷区立総合福祉セン
ター

西　　　研

4. 支援のための人間学 ふるさとの会・対人援助
講演会（2015.6.21）すみ
だ生涯学習センター

西　　　研

5. 共通了解の技術としての哲学 東芝リベラルアーツ研修
（2015.9.17）東芝研修セ
ンター

西　　　研

6. 働く喜びの本質 能率協会リベラルアーツ
研修（2015.9.18）日本能
率協会（JMA）

西　　　研

7. 人間科学のエヴィデンスはどこにあ
るか ?

西南学院講座 in Tokyo
「人間科学におけるエ
ヴィデンスとは何か－臨
床と哲学のあいだ Part2」
（2015.9.26）ステーショ
ンコンファレンス東京

西　　　研

8. 哲学とは何か，何に役立つか 東急アカデミー講演
（2015.12.2）東急本社

西　　　研

生命倫理学（医学倫理学）教室

【教育】
「到 達 目 標」　医学研究や臨床実践にかかわる倫理問題や社会問題を的確に認識し，具体的事例について問題の構造や本質を自

ら思考して把握するための資質を養う。
「現 状 説 明」　医学科教育では第 1学年の「生命倫理学」「医療人類学」「社会科学」と第 3学年の「医の倫理」の授業を行い，

看護学科教育では第 1学年の「文化人類学」「医療概論（1コマ）」と第 3学年の「保健統計学」の授業を行い，
第 4学年の「国際看護フィールドワーク」の実施に協力している。また，医学科第 1学年の「課題研究」では運
営委委員の 1人として授業全般の運営を担うとともに，テュータとして 1つの班を担当している。大学院では修
士課程の「医学特論 II（生命倫理）」と博士課程の共通科目「医学研究における法と倫理」のコーディネートと
2コマの授業を担当している。職員教育として，病院内に臨床倫理研究会を設け，毎月，事例検討会を開催して
いる。

「点検・評価」　学生に対する授業では，ほぼすべての授業で PBL形式を取り入れているが，授業環境や受講者数に大きな違い
があり学生の反応や授業の密度に差が生じている。職員教育の事例検討会では，仕事・業務の都合等で参加人数
が安定していない。

「改 善 方 策」　それぞれの授業における PBLの方法や授業展開に違いを設けて，学生がマンネリ化せず新鮮な気持ちで取り組
めるよう工夫する。

「目標・改善方策の達成度」　70%。今年度から担当することになった授業が多く，いくつかの授業では改善の途についたばかり
の状況である。

【研究】
「到 達 目 標」　生命倫理と社会科学の両分野においてバランスの取れた研究を進める。これまでの障害関係の研究成果を整理し，

出版計画を推進する。また，医学教育に関する研究動向を把握して PBL等の教育内容の改善に活かす。
「現 状 説 明」　この数年間推進してきた障害関係の研究は，その一部である論文の出版が決定した。本年度は，障害学やオセア

ニア地域研究の学会で研究発表を行った。
「点検・評価」　これまでの研究成果の出版を優先する。今後は，担当分野の拡大に応じて生命倫理学や医学教育学分野での研究

も積極的に推進すべきだと考えている。
「改 善 方 策」　これまでの研究成果の整理と発表に十分な時間を割けるよう他業務との時間配分を調整していきたい。
「目標・改善方策の達成度」　50%。新たに多くの授業や業務を担当し，研究発表への時間配分が大幅に減少した。
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【社会貢献】
「到 達 目 標」　ユネスコ生命倫理学講座国際ネットワーク日本支部の事務局として，学外者にも開かれた臨床倫理ワークショッ

プを開催し，記念セレモニーに向けた準備を推進する。
「現 状 説 明」　予定通り，年 2回の臨床倫理ワークショップを開催し，学外からの参加も含めて 30名前後の参加があった。
「点検・評価」　ほぼ順調に進展しており，継続に向けた工夫を積み重ねる段階にある。
「改 善 方 策」　臨床倫理ワークショップの告知方法を工夫し，学外や一般社会により認知されるよう努める。
「目標・改善方策の達成度」　70%。学外での活動機会も充実させていきたい。

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1.「近代化と世俗化：サモア・カソリッ
ク教会による慈善活動の展開から」

民博共同研究会「宗教の
開発実践と公共性に関す
る 人 類 学 的 研 究 」
（2015.2.27）国立民族学
博物館

倉田　　誠

2.「植民地研究の対象としてのハンセン
病隔離施設：フィジー・マコンガイ保
護収容所の事例から」

日本オセアニア学会関東
地 区 例 会（2015.12.19）
和光大学

倉田　　誠

B1.「「障害」をめぐる共存のかたち：サモ
ア社会・障害支援 NGOロト・タウマ
ファイによる 早期介入プログラムの
事例から」

障害学会第 12 回大会
（2015.11.7-8）関西学院
大学

倉田　　誠

英 語 教 室

【教育】
「到 達 目 標」　英語の運用能力にさらに磨きをかけ，英語を通じて自律的な「文化」をみにつける。医学英語（医療現場におけ

る英語コミュニケーション）の基礎を身につける。
「現 状 説 明」　各教員の創意と工夫により，さまざまな側面から英語の魅力・有用性を印象づけようと努力するも，積極性に欠

ける学生も一部いる。
「点検・評価」　授業内容，学生個々への指導に改善の余地あり。
「改 善 方 策」　TOEFL試験，e-learningなどにより学生のモチベーションがこれまで以上に高まることに期待する。
【研究】
「到 達 目 標」　海外の学生との医療倫理についてのディスカッション，外国人模擬患者を活用した医療面接等，英語を実際のコ

ミュニケーションツールとしてその必要性を実感できる授業法の開発。
「現 状 説 明」　Web pageの管理，データの解析などをすべて個人で行わなければならず，研究が遅れている。海外の学生とのディ

スカッションにおいては授業時期が日本の授業時期と異なるため，調整に困難が生じている。外国人模擬患者と
の医療面接は 6回行った。人員・経費の確保等が懸案。

「点検・評価」　学生のモチベーションが高まったなどの結果は出ているが，いまだ分析の途上にあり，評価は今後を待ちたい。
「改 善 方 策」　他大学の協力を得る。また，さらなる研究助成金の獲得をめざしたい。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　教員の研究活動そのものが豊かな社会の創造につながること。
「現 状 説 明」　翻訳・テキスト出版をとおして価値ある書籍をひろく社会に提供。実践的な英語での医療面接により英語での医

療コミュニケーションを良好にする。
「点検・評価」　メディアの技術革新や出版不況などの外因に左右される部分が大きい。外国人模擬患者の人数不足と経費不足。
「改 善 方 策」　さらなる研究費の獲得。外国人模擬患者の増員。
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I.　著書
1. Conservation, Restoration and Utilization 

of Goryosha－The Imperial Carriages
Tokyo Independent Admin-
i s t r a t i v e  I n s t i t u t i o n , 
National Institutes for Cul-
tural Heritage National 
Research Institute for Cul-
tural Purposes, 2015

Hayashi M,  Matsubara M*,  Aoki A*（Ed：Kobayashi H）

2. ルビッチ・タッチ 図書刊行会，1-362, 431-

517, 2015
ハーマン・G・ワインバーグ（翻訳：宮本　高晴）

3. カトリック学校における女子生徒の
教育

聖心会日本管区，113-

143, 2015
JASH翻訳グループ，ジャネット・E・スチュワート
（翻訳：林　美穂子）

ド イ ツ 語 教 室

【教育】
「到 達 目 標」　ドイツ語の初歩を一年間（ないしは半年）かけて学ぶ。初級文法の習得を中心に，ドイツ語圏の文化にも触れて

いく。ドイツ語という言語を通じて，英語とも日本語とも異なる発想や論理を知り，豊かな思考力を養うことを
めざす。

「現 状 説 明」　「ドイツ語」（医学科 1年・通年）及び「ドイツ語」（看護学科 1年・後期）では講義を行った。「原典講読 II」（医
学科 1年・後期）ではカフカ『変身』をドイツ語原文で輪読した。また，「文学」（一部担当）（看護学科 1年・
前期）ではドイツ語の詩を翻訳で扱った。

「点検・評価」　上記の「ドイツ語」（医学科及び看護学科）と「原典講読 II」では少人数であったため，それぞれの学生の理解
度を把握し，きめ細かな指導を行うことができた。「文学」では学生が各回のディスカッションや小レポートを
通じて一篇の詩をじっくりと味わうことができるように努めた。

「改 善 方 策」　特にない。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ達成できたと考える。
【研究】
「到 達 目 標」　科研費（25770143）での研究計画に沿い，ドイツ語の否定表現について通時的に考察する。
「現 状 説 明」　中高ドイツ語期（11世紀半ば～14世紀半ば）には文否定の手段が 3種類存在するが，それらにどのような機能

的差異があるかをコーパス分析を通じて検討した。
「点検・評価」　研究成果として口頭発表 1件，論文発表 1件を行った。
「改 善 方 策」　特にない。
「目標・改善方策の達成度」　80%
【社会貢献】
「到 達 目 標」　国内外での研究者の交流を行う。また，論文の発表を通じて研究成果を社会に還元する。
「現 状 説 明」　日独で企画されたワークショップに参加・発表し，国際交流を行った。また，国際誌に論文を発表した。
「点検・評価」　特にない。
「改 善 方 策」　特にない。
「目標・改善方策の達成度」　80%

II.　学術論文
A1. Zur Mehrfachnegation im Mittelhoch-

deutschen－aus mereologischer Perspe-
ktive －

Neue Beiträge zur German-
istik Band 14 / Heft 1 2015
（151）

Nishiwaki M
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Negation und Konjunktivgebrauch im 

Mittelhochdeutschen－am Beispiel des 
Nibelungenliedes－

Japanisch-deutscher Work-
shop  L ingu i s t ik：Die 
Architektur von Gramma-
tik und Pragmatik im Japa-
nischen und Deutschen
（2015.8.22）München

Nishiwaki M

数 学 教 室

【教育】
「到 達 目 標」　微積分の基礎技術を習得し，思考力を鍛え具体的な問題に自らの知識を活用する能力を養う。
「現 状 説 明」　演習の時間を多くとり，学生が自主的に問題に取り組むように促している。
「点検・評価」　教員間で学生の学力について話し合い，今後の授業の進め方に生かす努力をしている。
「改 善 方 策」　優秀な学生にとって魅力的な内容と優秀でない学生にも理解できる内容の両方を盛り込みたい。
「目標・改善方策の達成度」　80%
【研究】
「到 達 目 標」　角の幾何学的・位相的性質を調べることを目標としている。
「現 状 説 明」　幾何学的直観と計算によりわかることとの間にはかなりのギャップがある。
「点検・評価」　目標の 70%以上進展がないと成果を報告できない。
「改 善 方 策」　目標をさらに細分化して直観と計算のギャップを埋める必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　55%
【社会貢献】
「到 達 目 標」　社会の人に数学をわかりやすく解説し，数学の魅力を伝える。
「現 状 説 明」　他学で，数学の基礎をわかりやすく解説よう心掛けている。
「点検・評価」　数学の魅力がわかる人を増やすことに少しは貢献できていると自負している。
「改 善 方 策」　なるべくわかりやすい例を挙げ，図を描きながら，さらに数学が楽しくなるような解説をめざしたい。
「目標・改善方策の達成度」　80%

物 理 学 教 室

【教育】
「到 達 目 標」　当教室では，①基本原理から物理学を理解することを通じ論理的な思考能力を涵養し，②医療技術の基礎を理解

できる知識と学力を身につけ，さらに③科学的なものの考え方を理解することを目指して教育を進めている。
「現 状 説 明」　準備教育モデル・コア・カリキュラムのガイドラインに準拠した教育を行っている。しかし医系の物理学の講義

時間だけでは，そのすべてを網羅することはできず，力学と電磁気学を中心に講義を行っている。医系の物理学
実習において，熱，波動，現代物理学などを学べるように工夫している。選択必修科目として「人体の物理学」「先
進医療のための科学」を用意して，学生の向学心に応えるようにしている。各科目とも少人数のクラス編成とな
るようにして教育効果の向上を図っている。

「点検・評価」　医系の物理学においては，高校で物理を学習してきた者，してこなかった者でクラス分けしている。それぞれの
グループをさらに 2つのクラスに分け，合計 4クラス編成にした少人数教育を行っている。各クラスとも毎時間
小テストを実施して各学生の理解状況を把握し，きめ細かい指導をしている。医系の物理学実習においては，放
射線に関する 2つの実習テーマについては全員必修としている。

「目標・改善方策の達成度」　ガイドラインに準拠した教育内容を満たすため，物理学実習テーマの見直しを進めている。また選
択必修科目「先進医療のための科学」では，放射線，MRIの基礎技術である磁気共鳴など医療技術と結びつく
講義を行っている。

【研究】
「到 達 目 標」　様々な特徴的構造をもつ金属間化合物や金属酸化物などについて，磁性の研究を通して電気特性等の諸物性を発

現させる物質内部の電子状態を明らかにする。
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「現 状 説 明」　研究に用いる試料は全て当教室で準備している。金属間化合物については，ハーフホイスラー，電子系の 2次元
性に特徴がある 1-1-2系などの化合物を研究対象にしてきた。いずれの化合物でも金属をフラックスに用いて単
結晶を育成している。金属酸化物については，高温まで熱処理可能な電気炉を作成し，再現性良く試料が得られ
るようになった。以上の試料について，低温・磁場中・高圧力といった種々の環境下で希土類・遷移金属を含む
化合物が示す磁性並びに，結晶構造，電子輸送現象などの基本物性の研究を進めている。液体窒素や液体ヘリウ
ムなどの寒剤無しに低温（－270°C）が得られる装置を導入した。

「点検・評価」　研究に用いる試料を作成する環境はほぼ整っている。試料評価については，組成分析（SEM/EDS）および構造
解析（X線解析装置）が当教室で手軽にできるようになっている。寒剤無しに低温（－270°C）が得られる装置
を用い電気物性の測定系（電気抵抗，熱電能）の測定を進めている。

「目標・改善方策の達成度」　電気物性（電気抵抗，熱電能）の測定系を改良し短時間で測定ができるようにする。合わせてホー
ル効果などの他の測定系の構築を進める。

II.　学術論文
A1. Direct Evidence of the Symmetry Change 

of Co-3d Orbitals Associated with the 
Spin-State Transition in LaCoO3 by 
X-ray Compton Scattering

Journal of the Physical 
Society of Japan 84：
1 1 4 7 0 6 2  1-4 ,  2 0 1 5
（IF=1.585）

Kobayashi Y,  Sakurai Y*,  Ito M*,  Sato K*,  Asai K*

III.　学術刊行物
A1. ペロブスカイト型 Co酸化物のスピン
クロスオーバー現象：その歴史と現状
（S p i n-C r o s s o v e r  P h e n o m e n a  i n 
Perovskite Cobaltites；their History and 
current status）

日本物理 学 会 誌 70：
6-13, 2015

浅井　吉蔵*，小林　義彦，佐藤　桂輔*

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 多結晶 La1-xSrxCoO3の磁歪 日本物理学会第 70回年

次大会（2015.3.22）東京
小林　義彦，櫻井　吉晴*，伊藤　真義*，佐藤　桂輔*，
浅井　吉蔵*

2. CeCuSb2単結晶の磁性と伝導 日本物理学会第 70回年
次大会（2015.3.22）東京

福原　　忠*，鎌田　道久*，林　　慶介*，室　　裕司*，
桑井　智彦*，増渕　伸一

3. コンプトン散乱による LaCoO3のスピ
ン転移の研究 II

日本物理学会第 70回年
次大会（2015.3.22）東京

大橋　優貴*，佐藤　桂輔*，原　　嘉昭*，中岡鑑一郎 *,  
小林　義彦，浅井　吉蔵*

4. 単結晶 La1-xSrxCoO3（x = 0.2）の磁
歪の結晶方位依存

日本物理学会第 70回年
次大会（2015.3.24）東京

皆川　桂太*，中村　麻紀*，佐藤　桂輔*，原　　嘉昭*，
中岡鑑一郎*，小林　義彦，浅井　吉蔵*

5. 希薄不純物置換した LaCoO3単結晶の
磁化

日本物理学会 2015年秋
秋季大会（2015.9.19）大
阪

市川　　拓*，佐藤　桂輔*，松尾　　晶*，金道　浩一*，
原　　嘉昭*，中岡鑑一郎*，小林　義彦，浅井　吉蔵*

化 学 教 室

【教育】
「到 達 目 標」　化学の論理的な考え方である物理化学と，化学反応の理解の基礎となる有機化学をそれぞれ横糸，縦糸にした講

義・演習，さらに実習を組み合わせた基礎教育を行い，化学現象を分子の観点から考える力を養うことを目標と
している。

「現 状 説 明」　「医系の化学」では，化学結合に基づく分子の三次元立体構造，有機化合物の構造と反応性との関係，「生命現象
の科学 I」では，化学変化とエネルギー，酸と塩基，反応速度，酸化還元反応などを扱った。「実習」では，pH
と緩衝液，アスピリンの合成および高速液体クロマトグラフィーによる分析，スペクトル解析など 8テーマの実
習を行った。

「点検・評価」　「化学」では 1クラス約 60名，「実習」では 40名のクラス編成をし，演習を含めたきめ細やかな指導が行えた。
しかし，理解した事柄を新たな課題の解決に応用しようとする態度が認められない学生が多い。さらには理解と
いう文化を持たないのではないかと疑われる学生が少なくないことに危惧すら覚えることがある。
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「改 善 方 策」　学生に予習・復習を促すため，実習の予習レポートの提出とその内容に関する小テスト，「化学」の講義終了後，
e-ラーニングを利用した演習を行った。

「目標・改善方策の達成度」　シラバス通りに講義を進め，到達目標の内容は全て講義で扱った。また，予習・復習を促すための
小テストや e-ラーニングを導入したが，知識の定着には基本を理解し，応用する力が重要であり，そうした学
力を涵養する新たな方策について研究する必要がある。

【研究】
「到 達 目 標」　分子設計の概念を中心におき，生体関連物質の新しい分析法の開発，分子間相互作用を利用して分子情報を取り

出すセンシング材料の開発，アルツハイマー病の予防や治療を目指した抗酸化剤の開発などを目標としてる。
「現 状 説 明」　新規な高速液体クロマトグラフィー用充填材を開発し，糖類の分離を行った。また，強い蛍光を示す色素を用い

た金属イオン類検出用フルオロイオノフォアの開発，さらにポルフィリンを高度に組織化した分子集合体の形成
とエネルギー移動反応について検討した。抗酸化剤の開発では，ポルフィリンの 2分子配列構造を設計し，従来
よりも高い性能を達成した。研究成果として，学術論文 3件，学会報告 13件を発表した。

「点検・評価」　いずれの研究課題においても新規化合物の合成・開発に成功し，研究を進めることができた。さらに，研究を進
める必要がある。

「改 善 方 策」　研究目標をより明確化した質の高い研究を行うとともに，教室内研究体制の効率化や学内外の研究室との共同研
究体制の強化が必要である。

「目標・改善方策の達成度」　合成した化合物の性質評価が十分でなく，目標・改善方策が十分達成されたとはいいがたい。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　学会発表や論文発表を通じて研究成果を社会に還元できることを目標としている。
「現 状 説 明」　研究成果として，学術論文 3件，学会報告 13件を発表した。
「点検・評価」　学会発表・論文発表の数には改善の余地がある。
「改 善 方 策」　研究目標を明確化するとともに，教室内研究体制の効率化が必要である。
「目標・改善方策の達成度」　目標・改善方策が十分達成されたとはいいがたい。

II.　学術論文
A1. A facile formal ［2+1］ cycloaddition of 

styrenes with alpha-bromocarbonyls cata-
lyzed by copper：effi  cient synthesis of 
donor_acceptor cyclopropanes

Chem Commun 51：
1 2 8 4 3-1 2 8 4 6 ,  2 0 1 5
（IF=6.567）

Nishikata T,  Noda Y,  Fujimoto R,  Ishikawa S

2. A detachable ester bond enables perfect 
Z-alkylations of olefi ns for the synthesis 
of tri- and tetrasubstituted alkenes

Chem Commun 51：
1 0 1 5 4-1 0 1 5 7 ,  2 0 1 5
（IF=6.567）

Nishikata T,  Nakamura K,  Inoue Y,  Ishikawa S

3. A Copper-Catalyzed Formal ［3 + 2］
-Cycloaddition for the Synthesis of All 
Diff erent Aryl-Substituted Furans and 
Thiophenes

J Org Chem 80：7555-

7563, 2015（IF=4.785）
Ishikawa S,  Noda Y,  Wada M,  Nishikata T

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. REGIOSELECTIVE DOUBLE BOND 

FORMATION IN COPPER－CATA-
LYZED TERTIARY－ALKYLATIVE 
OLEFINATIONS

OMCOS18（2015.6.28-

7.2）spain
Nakamura K,  Itonaga K,  Ishikawa S,  Nishikata T

2. A Pd-catalyzed direct arylation of aro-
matic ring at bulky C-H bond

IKCOC-13（2015.11.9-13）
京都

Yamane Y,  Ishikawa S,  Nishikata T

国内学会
A1. 招待講演「有機ケイ素高効率クロス
カップリング反応」

平成 27年度第 1回金属
触 媒 化 学 セ ミ ナ ー
（2015.12.25）山口大学工
学部（山口県宇部市）

普神　敬悟，なし
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B1. 銅触媒によるスチレン類の Z選択的
アルキル置換反応の開発

日本化学会第 96回春季
年会（2015.3.26-29）千
葉

中村　公昭，井上　勇気，石川　慎吾，西形　孝司

2. 銅触媒存在下，2-ブロモカルボニル化
合物とスチレン類の［2+1］及び［3+2］
環化付加反応

日本化学会第 96回春季
年会（2015.3.26-29）千
葉

野田　祐史，藤本　　亮，和田　　勝，石川　慎吾，
西形　孝司

3. 位置選択的［3+2］環化反応を鍵反応
とする非対称アリールフランの精密
合成

日本化学会第 96回春季
年会（2015.3.26-29）千
葉

石川　慎吾，野田　祐史，藤本　　亮，西形　孝司

4. アミンにより誘起されるハロアミド
のカルボアミド化とオレフィン化反
応の完全切替

日本化学会第 96回春季
年会（2015.3.26-29）千
葉

糸永　幸平，山口　昇大，石川　慎吾，西形　孝司

5. 活性酸素種に応答する新規マンガン
ポルフィリン抗酸化剤の合成と性質

日本化学会第 95春季年
会

坂本　　旭，増井　　大，中釜　達郎，荒井　貞夫，
普神　敬悟

6. 銅触媒によるカルボアミド化反応と
オレフィン化反応の切り替えにおけ
るアミン効果

日本化学会第 96回春季
年会（2015.3.26-29）千
葉

山口　昇大，糸永　幸平，石川　慎吾，西形　孝司

7. 銅触媒によるアリル位炭素-炭素結合
の開裂を伴う三級アルキルカップリ
ング反応開発

日本化学会第 96回春季
年会（2015.3.26-29）千
葉

和田　　勝，野田　祐史，石川　慎吾，西形　孝司

8. 銅触媒による Z選択的アルキル置換
反応を利用する精密な三置換オレ
フィン合成

日本化学会第 96回春季
年会（2015.3.26-29）千
葉

井上　勇気，中村　公昭，石川　慎吾，西形　孝司

9. チオエーテルを活性酸素種の検出基
とする新規抗酸化剤の創製

日本大学生産工学部学術
講演会

坂本　　旭，増井　　大，普神　敬悟，中釜　達郎

10. シアル酸を標的分子とするモレキュ
ラーインプリントポリマーの合成と
評価

第 59回日本大学理工学
部学術講演会（2015.12.5）
東京

三浦　拓也，青柳　隆夫，萩原　俊紀，星　　　徹，
北原　恵一，西村　之宏，石川　慎吾，普神　敬悟

生 物 学 教 室

【教育】
「到 達 目 標」　全体の約 7割を占める非生物受験の学生が高校から大学の学びへとスムーズに接続できること，全ての学生が①

基礎医学教育の基盤となる生物学的知識を修得すること，②多様な生命現象が解明されてきた過程を学修するこ
とで科学的方法を理解すること，③生命科学における生物多様性の重要性を理解し，多元的な視点で物事を見る
ことができる教養を培うことが達成できるような教育プログラムを実施することを目標とする。

「現 状 説 明」　「自然科学基礎（生物学）」「生物学」を前期に，「生命現象の科学 II」を後期に，「生物学実習」を通年で開講し
ている。その他に看護学科の 3科目，大学院修士課程の 2科目を担当している。

「点検・評価」　予習を前提とした少人数クラスの講義，e自主自学・クリッカーを用いた双方向教育を一部導入して能動的学修
を推進し，学修効果は上がっていると考える。しかし，受動的学修から抜け出せない学生も多い。

「改 善 方 策」　ICTの活用をより一層推進するとともに，予習型の授業と効果的な双方向教育を組み合わせて能動的学習態度を
浸透させる。

「目標・改善方策の達成度」　80%程度は達成したと考えられる。
【研究】
「到 達 目 標」　それぞれの専門分野で学会発表や論文投稿を積極的に行うことを目標としている。
「現 状 説 明」　教育に時間の多くを割かれる現状であるが，IFのある雑誌に論文掲載されている。また，学会発表も行っている。
「点検・評価」　論文を作成することが重要である。
「改 善 方 策」　他大学などとの共同研究を積極的に推し進める。
「目標・改善方策の達成度」　50%程度は達成したと考えられる。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　｢生物多様性の保全｣ の重要性について啓蒙活動を行う。また，他大学からの学生 ･研究者を受け入れ，優れた

研究者を育てる。
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「現 状 説 明」　神奈川県相模川において，ウナギを生態系保全のシンボル種とした ｢Eel River Project｣ を展開している。北里大
学から 4名の卒論生を受け入れた。

「点検・評価」　シンポジウム ｢うな丼の未来 III｣ は啓蒙活動として有意義であったと考える。卒論生には十分な研究指導がで
きたと考えられる。

「改 善 方 策」　プロジェクトを継続して行い，社会への発信を続ける必要がある。卒論生だけではなく大学院生の受け入れも行っ
ていく。

「目標・改善方策の達成度」　70%程度達成したと考えられる。

II.　学術論文
A1. Seasonal changes in species composition 

of glass eels of the genus Anguilla（Tele-
ostei：Anguillidae）recruiting to the 
Cagayan River, Luzon Island, the Philip-
pines

Pac Sci 69：263-270, 2015
（IF=0.924）

Aoyama J*,  Yoshinaga T*,  Shinoda A,  Shiratori F*,  Yam-
bot AV*,  Han YS*

2. Early life history of the Luzon mottled eel 
Anguilla luzonensis recruited to the 
Cagayan River, Luzon Island, the Philip-
pines

Coast Mar Sci 38：21-26, 
2015

Shinoda A,  Yoshinaga T*,  Aoyama J*,  Tsuchida G*,  Naka-
zato S*,  Ishikawa M*,  Matsugamoto Y*,  Watanabe S*,  
Azanza RV*,  Tsukamoto K*

III.　学術刊行物
A1. ニホンウナギの集団構造の把握と系
群判別技術の開発　4 ニホンウナギの
特別採捕によるサンプリング

水産庁委託平成 26年度
鰻供給安定化事業のうち
｢遺伝情報を活用した鰻
資源管理育種等技術開発
事 業 ｣ 報 告 書 21-22, 
2015

篠田　　章，吉永　龍起*，阿見彌典子*，筒井　繁行*

2. 飼育水を用いた異種ウナギ混入判別
技術の開発 1 異種ウナギ混入判別技術
の開発

水産庁委託平成 26年度
鰻供給安定化事業のうち
｢遺伝情報を活用した鰻
資源管理育種等技術開発
事 業 ｣ 報 告 書 29-32, 
2015

吉永　龍起*，篠田　　章，筒井　繁行*，阿見彌典子*，
池田　大介*，渡部　終五*

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Eel fi sheries and resources in Japan Eel 

river project：Monitoring glass eel 
recruitment during 6 seasons at Sagami 
River

2015 annual meeting of 
East Asia Eel Resource 
Consortium（2015.8.7）
Shanghai China

Shinoda A,  Nakazato S*,  Ishikawa M*,  Yoshinaga T*,  Tsu-
tsui S*,  Amiya N*,  Tanaka Y*

B1. Genetic identifi cation method for the two 
sub-species of Anguilla bicolor by an 
allelic discrimination technique and its 
application for conservation

International Eel Sympo-
s i u m  E e l  P l a n e t
（2015.6.28）Tokyo

Tnaka C,  Shiratori F*,  Shinoda A,  Aoyama J*,  Yoshinaga 
T*

2. Early life history of the Celebes long fi n 
eel Anguilla celebesensis recruiting at the 
Sulawesi Island, Indonesia, and Mindanao 
Islands, the Philippines

International Eel Sympo-
s i u m  E e l  P l a n e t
（2015.6.28）Tokyo

Maezono T*,  Shinoda A,  Shiratori F*,  Aoyama J*,  Yoshi-
naga T*

3. Seasonal change in the species composi-
tion of recruiting anguillid eels in the 
southern Philippines

International Eel Sympo-
s i u m  E e l  P l a n e t
（2015.6.28）Tokyo

Shiratori F*,  Ishikawa T*,  Tanaka C,  Aoyama J*,  Shinoda 
A,  Yoshinaga T*
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4. Biofi lm formation and demineralization 
by mutants streptococci from human and 
chimpanzee

63th General Session & 
Exhibition of the Japanese 
Associationfor Dental 
Research（2015.10.31）
Fukuoka

Imai S*,  Okada A*,  Okamoto M*,  Miyanohara M*,  Oota K,  
Nomura Y*,  Momoi Y*,  Tomonaga M*,  Hanada N*

国内学会
A1. 鰻川計画：シラス接岸モニタリング 平成 27年度日本大学学

部連携研究推進シンポジ
ウム　うなぎプラネット
（2015.12.19）神奈川

篠田　　章

B1. ゼブラフィッシュ黒色素胞におよぼ
す GABAの作用

日本動物学会第 67回関
東支部大会（2015.3.14）
東京

河西亜希子，篠田　　章，太田　一正，瀬尾　直美

2. フィリピン北部に局所的に分布する
ルソンウナギの接岸回遊生態

平成 27年度日本水産学
会春期大会（2015.3.30）
東京

中里　　翔*，篠田　　章，青山　　潤*，吉永　龍起*

3. フィリピン・ミンダナオ島南部に接岸
するウナギ属稚魚の種多様性

平成 27年度日本水産学
会春期大会（2015.3.30）
東京

白鳥　史晃*，石川　琢磨*，中里　　翔*，石川　美那*，
田中千香也，青山　　潤*，篠田　　章，吉永　龍起*

4. フィリピン南部に接岸するシラスウ
ナギの種組成の季節変化

うな丼の未来 III.　科学
はウナギを救えるか . 東
京大学農学生命科学研究
科（2015.7.19）東京

白鳥　史晃*，石川　琢磨*，中里　　翔*，石川　美那*，
田中千香也，青山　　潤*，篠田　　章，吉永　龍起*

5. インドネシアとフィリピンに接岸し
たセレベスウナギの初期生活史

うな丼の未来 III.　科学
はウナギを救えるか . 東
京大学農学生命科学研究
科（2015.7.19）東京

前薗　孝彰*，篠田　　章，白鳥　史晃*，青山　　潤*，
吉永　龍起*

6. メダカ黒色素胞における GABAの抗
アドレナリン神経作用の解析

日本動物学会第 86回新
潟大会（2015.9.17）新潟

河西亜希子，篠田　　章，太田　一正，瀬尾　直美

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 稲垣教育賞 東京医科大学（2014.3.1）

東京
太田　一正

2. 稲垣教育賞 東京医科大学（2014.7.22）
東京

瀬尾　直美

3. 稲垣教育賞 東京医科大学（2014.7.22）
東京

太田　一正

4. レノンクリッカーシステム 使用した
機能の紹介と感想

レノンクリッカーとチー
ム基盤型学習（TBL）説
明会（2015.2.4）東京

篠田　　章

5. 稲垣教育賞 東京医科大学（2015.3.7）
東京

太田　一正

6.〈うなぎ NOW〉川での生態解明へ 静岡新聞（2015.5.26）静
岡

篠田　　章

7. 東京医大の教育プログラムと本学が
求める学生像

東京医科大学進学説明会
（2015.7.25）東京

瀬尾　直美

8. 東京医大の教育プログラムと本学が
求める学生像

茨城県地域枠入学志望者
説明会（2015.8.4）茨城

瀬尾　直美

9. 東京医大の教育プログラムと本学が
求める学生像

東京医科大学進学説明会
（2015.8.22）東京

瀬尾　直美
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人 体 構 造 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　人体構造を局所解剖学と局所発生学を軸に学習し，解剖実習を通して「分子－細胞－組織－器官－器官系－個体」

といった wholebodyを見る目を養い，「生命の理（まこと）」知ることを目標としている。また，献体の意義を十
分に理解することで，「人命の尊厳と死」について深く考える。

「現 状 説 明」　当講座では，実習中心型の教育を実施している。また，講義で，発生学的，生理学的な側面からも解剖を学び，
人体構造の知識をより深めている。また，外部の派遣講師による専門領域の特別講義も実施し，学問としての解
剖の魅力を伝えている。臨床講座と協力して，卒後教育にも主体的・積極的に取り組んでおり，2015年度も引
き続き厚生労働省の「実践的な手術手技向上研修事業実施団体」に認定された。

「点検・評価」　 毎時間，実習の前に教員の話し合いを行い，教員間の意識統一，教育水準の統一を行っている。学生からの要望，
意見を教員全員に還元し，改善を行っている。

「改 善 方 策」　東京医科大学の理念である「自主自学」に基づいた教育を行うため，シラバスを充実させ，学生が予習を行った
うえで学習を行える環境を築く。

「目標・改善方策の達成度」　医学科 2学年次には，36日の解剖学実習（骨学を含む）に加え，10回（臨床医学教員を含む）の
講義を行った。医学科 1 学年次には，新カリキュラム移行のため，8日の骨学実習（臨床医学教員による講義を
含む）を行った。さらに，61日の外部解剖見学実習（本学看護学科含む）および 12日のサージカル・トレーニ
ングを実施した。

【研究】
「到 達 目 標」　生殖器系の実験生物学，解剖体での局所解剖学の研究や臨床解剖学の研究を行い，臨床に還元させる。
「現 状 説 明」　国内誌，国内外の学会発表を通して，研究成果を広く発信している。また共同研究については，当院の救急医学

講座および麻酔科学講座をはじめ，他大学および他施設の形成外科学講座，整形外科学講座，分子細胞生理学講
座などとも積極的に行っている。

「点検・評価」　当講座は，スタッフが共通したテーマで研究を行っているため，常に相互評価を行っている。さらに，定期的に
教室内で議論する時間を設けて，各自の進捗状況を報告している。

「改 善 方 策」　各研究者のレベルを上げ，計画，実験，評価論文作成を行えるよう努力する。臨床医学講座からの要望に最大限
対応できるように努力する。

「目標・改善方策の達成度」　2015年は，5編の教室員による筆頭英文原著の他，のべ 25編の学術論文が掲載された。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　コメディカルの専門学生へ向けて解剖見学実習を行ない，より正確かつより深い人体構造の理解を啓蒙する。外

部参加者を含むサージカル・トレーニングを行い，知識・技術の向上に貢献する。
「現 状 説 明」　学外の看護学校，柔道整復師，鍼灸師などの専門学校，のべ約 60校に対して解剖見学実習を行っている。また，

コメディカルの学生に人体解剖をより深く理解してもらうため，講義および実習を積極的に行っている。サージ
カル・トレーニングについては，【教育】の項を参照されたい。

「点検・評価」　学外の学生に対する解剖見学実習に際しては，常に各学校の教員にも参加していただいている。その上で，実習
内容を評価していただき，ご意見を基に問題点があれば，改善に取り組んでいる。サージカルトレーニングにお
いても，各回のアンケート等のフィードバックを得て改善に取り組んでいる。

「改 善 方 策」　解剖学見学実習については，それぞれの学校の要望に応えていけるように，各学校の教員とより一層のコミュニ
ケーションを取るよう心がける。サージカル・トレーニングについては，遺体処置の改善などに取り組む。

「目標・改善方策の達成度」　【教育】の項で記したように，多数のコメディカルの専門学校に対し，広く解剖見学実習を受け入れ，
好評を得ている。また，サージカル・トレーニングでは，2015年度も新たな診療科の参加があり，参加者・回
数ともに，さらに増加した。

I.　著書
1. Nerves and Nerve Injuries, Chapter 32 Elsevier Ltd 2015.3.15 Tubbs RS*,  Saito T,  Steinke H*,  （Edited：Rizk E*,  Shoja 

MM*,  Loukas M*,  Barbaro N*,  Spinner RJ*）
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2. ジュンケイラ組織学　第 4版　第 21
章　男性生殖器系

丸善出版株式会社，449-

468, 2015.2.25
Anthony L. Mescher*,  青山　裕彦*，秋元　義弘*，
伊藤　正裕，江崎　太一*，大塚　愛二*，金井　正美*，
宮東　昭彦*，栗原　秀剛*，佐々木克典*，佐藤　康二*，
菅沼　龍夫*，石　　龍徳，鳥越　甲順*，人見　次郎*，
前田　健康*，松野健二郎*，松村　讓兒*，由利　和也*，
依藤　　宏*（監訳：坂井　建雄*，川上　速人*）

3. Essential 解剖学　テキスト &アトラ
ス    第 V部　骨盤部と会陰

南江堂，2015.5.30 Gilroy AM*,  林　　省吾（監訳：中野　　隆）

4. Essential 解剖学　テキスト &アトラ
ス　第 VI部　上肢

南江堂，2015.5.30 Gilroy AM*,  易　　　勤（監訳：中野　　隆）

5. Essential 解剖学　テキスト &アトラ
ス 　第 VIII部　頭部と頸部

南江堂，2015.5.30 Gilroy AM*,  伊藤　正裕，若山　友彦*

（監訳：中野　　隆）
6. コメディカル専門基礎科目シリーズ
解剖学　第 6章　生殖器系

理 工 図 書 株 式 会 社，
95-107,  2015.2.18

澤田　和彦*，伊藤　正裕（編：坂田ひろみ*）

7. コメディカル専門基礎科目シリーズ
解剖学　第 9章　免疫系

理工図書株式会社，153-

160, 2015.2.18
澤田　和彦*，伊藤　正裕（編：坂田ひろみ*）

8. 顔の百科事典 第 3章　生きるための
顔－顔の医学 顔の加齢変化

丸善出版株式会社，187-

190, 2015.9.15
島田　和幸

9. 顔の百科事典 丸 善 出 版 株 式 会 社，
2015.9.15

原島　　博*，輿水　大和*，馬場　悠男*，菅沼　　薫*，
中島　　功*，青木　義満*，今井　建雄*，金子　正秀*，
北山　晴一*，島田　和幸，高野ルリ子*，寺田　員人*，
宮永美知代，武川　直樹*，山口　真美*

II.　学術論文
A1. Anatomy of the superfi cial layer of super-

fi cial fascia around the nipple-areola com-
plex

Aesthetic Plast Surg. 2015 
A p r； 3 9（ 2）：2 0 9-1 3 . 
doi：10.1007/s00266-015-

0455-2. （IF=1.065）

Komiya T,  Ito N,  Imai R,  Itoh M,  Naito M*,  Matsu-
bayashi J,  Matsumura H

2. Sex Diff erences in the Branching Position 
of the Nerve to the Abductor Digiti Min-
imi Muscle：An Anatomical Study of 
Cadavers

J Foot Ankle Res. 2015 Jun 
10；8：22. doi：10.1186/
s13047-015-0077-6. eCol-
lection 2015.（IF=1.481）

Mizuno D*,  Naito M*,  Hayashi S,  Ohmichi Y*,  Ohmichi 
M*,  Nakano T

3. Morphometric aspects of the facial and 
skeletal muscles in fetuses

Int J Pediatr Otorhinolar-
yngol. 2015 Jul；79（7）：
998-1002. doi：10.1016/
j.ijporl.2015.4.9. Epub 
2015 Apr 13.（IF=1.125）

Moriyama H,  Amano K*,  Itoh M,  Matsumura G*,  Otsuka 
N*

4. Impulsive force on the head during per-
formance of typical ukemi techniques fol-
lowing diff erent judo throws

J Sports Sci. 2015；33（13）：
1356-65. doi：10.1080/ 
02640414.2014.990482.
（IF=2.142）

Hashimoto T,  Ishii T*,  Okada N*,  Itoh M

5. Low-dose exposure to di-（2-ethylhexyl）
phthalate（DEHP）increases susceptibil-
ity to testicular autoimmunity in mice 
recently

Reprod Biol. 2015 Sep；
1 5（3）：1 6 3-7 1 .  d o i：
10.1016/j.repbio.2015.6.4. 
（IF=1.722）

Hirai S,  Naito M*,  Kuramasu M,  Ogawa Y,  Terayama H*,  
Qu N,  Hatayama N,  Hayashi S,  Itoh M

6. New fi nding that might explain why the 
skin wrinkles more on various parts of the 
face

Clin Anat. 2015 Sep；28
（ 6）：7 4 5-5 2 .  d o i：
1 0 . 1 0 0 2 / c a . 2 2 5 7 1 .
（IF=1.316）

Tamatsu Y*,  Tsukahara K*,  Sugawara Y*,  Shimada K
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7. S-Nitrosylation of Calcium-Handling 
Proteins in Cardiac Adrenergic Signaling 
and Hypertrophy

Circ Res. 2015 Oct 9；117
（9）：793-803. doi：10.1161/
CIRCRESAHA.115.307157.
（IF=11.551）

Irie T*,  Sips PY*,  Kai S*,  Kida K*,  Ikeda K*,  Hirai S,  
Moazzami K*,  Jiramongkolchai P*,  Bloch DB*,  Doulias 
PT*,  Armoundas AA*,  Kaneki M*,  Ischiropoulos H*,  Kra-
nias E*,  Bloch KD*,  Stamler J*,  Ichinose F*

8. Mitochondria-targeted hydrogen sulfi de 
donor AP39 improves neurological out-
comes after cardiac arrest in mice

Nitric Oxide. 2015 Sep 15；
49：90-6. doi：10.1016/
j.niox.2015.5.1. （IF=3.76）

Ikeda K*,  Marutani E*,  Hirai S,  Wood ME*,  Whiteman M*,  
Ichinose F*

9. Relationship between morphological char-
acteristics of hyoid bone and mandible in 
Japanese cadavers using three-dimen-
sional computed tomography

Anat Sci Int. 2015 Nov 5
（IF=0.861）

Ichijo J*,  Takahashi Y*,  Tsuchiya M*,  Marushita Y*,  Sato T*,  
Sugawara H*,  Hayashi S,  Itoh M,  Takahashi T*

10. A case of a quadricuspid pulmonary valve 
in a Japanese female

Anat Sci Int. 2015 Oct 24
（IF=0.861）

Harada T*,  Tsuboi I*,  Hara H*,  Naito M*,  Shimada K,  
Aizawa S*

11. Anatomicai structure of the subcutaneous 
tissue on the anterior surface of human 
thigh

Okajimas Folia Anat Jpn. 
2015；92（1）：1-6. doi：
10.2535/ofaj.92.1.

Ishida T,  Takeuchi K,  Hayashi S,  Kawata S,  Hatayama 
N,  Qu N,  Shibata M*,  Itoh M

12. Angle between the common and internal 
carotid arteries detected by ultrasound is 
related to intima-media thickness among 
those with atherosclerotic disease

Environ Health Prev Med. 
2015 May；20（3）：216-

23. doi：10.1007/s12199-

015-0453-7.

Daitoku S*,  Yuasa T*,  Tsunenari H*,  Maenohara S*,  Mine 
K*,  Tamatsu Y*,  Shimada K,  Koriyama C*,  Ohishi M*,  
Horiuchi M*

13. Busulfan pretreatment for transplantation 
of rat spermatogonia diff erentially aff ects 
immune and reproductive systems in male 
recipient mice

Anat Sci Int. 2015 Sep；
9 0（4）：2 6 4-7 4 .  d o i：
1 0 . 1 0 0 7 / s 1 2 5 6 5-0 1 4-

0261-y.（IF=0.861）

Hirayanagi Y,  Qu N,  Hirai S,  Naito M,  Terayama H*,  
Hayashi S,  Hatayama N,  Kuramasu M,  Ogawa Y,  Itoh 
M

14. 低用量フタル酸エステル曝露による
自己免疫性精巣炎への影響

臨床環境医学 24（1）：
48-57（2015.07）

寺山　隼人*，伊藤　正裕，平井　宗一，内藤　宗和*，
曲　　　寧，倉升　三幸，小川　夕輝，畑山　直之，
林　　省吾，平栁　淑恵，隅山　香織*，金沢　輝久*，
坂部　　貢*

B1. 炎症疾患における Th17関連サイトカ
イン IL-17, IL-22, IL-23の役割

炎 症 と 免 疫　23（2）：
66-72, 2015　3月号

徐　　明利，曲　　　寧，溝口　　出，古澤　純一，
千葉祐規乃，伊藤　正裕，善本　隆之

2. 肝臓の動脈分布の基本と変移－成人
と胎児の比較－

形態科学　18（1）：21-27 
2015

宮木　孝昌

3. 自己免疫性精巣炎・男性不妊症 別冊　日本臨牀「免疫症
候群（第 2版）I」2015

内藤　宗和*，伊藤　正裕

4. サイトカインによる精巣免疫特権の
維持－IL35の役割とその病態生理学
的意義について－

日本病態生理学会雑誌 
23（3）：46-49, 2015

寺山　隼人*，伊藤　正裕，内藤　宗和*，平井　宗一，
曲　　　寧，畑山　直之，林　　省吾，田村摩衣子*，
金沢　輝久*，善本　隆之，坂部　　貢*

C1. Scimitar vein descending from the right 
inferior lobe to the inferior vena cava 
beneath the diaphragm：a rare case

Anat Sci Int. 2015 Mar；
90（2）：123-125. doi：
1 0 . 1 0 0 7 / s 1 2 5 6 5-0 1 4-

0230-5.（IF=0.861）

Hayashi S,  Hirai S,  Naito M*,  Kawata S,  Qu N,  Hata-
yama N,  Terayama H*,  Moriyama H,  Itoh M

D1. Experience of raising fl aps using cadavers 
embalmed by saturated salt solution 
method

Plast Reconstr Surg Glob 
Open. 2015 Oct 23；3
（10）：e543. doi：10.1097/

GOX.0000000000000523.

Shirai T,  Hayashi S,  Itoh M

2. 特発性精子形成障害男性の原因は ?
What is the cause of indiopathic sper-
matogenic disturbance?

東医大誌 73（1）：17-18, 
2015

伊藤　正裕

3. 第 47回東京医科大学医科学フォーラ
ム　本学におけるサージカルトレー
ニングの現状と展望

東医大誌 73（1）：49-50, 
2015

伊藤　正裕，小泉　信達
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4. 2014国際移植学会World Transplanta-
tion Congress, San Francisco 2014

東医大誌 73（1）：53-54, 
2015

畑山　直之

5. ラボ紹介 日本アンドロロジー学会
ニュースレター No.10　
2015.4.1

伊藤　正裕

6. 医学古書の調査に有用とされる古書
目録について

形態科学 18（2）：75-78 
2015

森山　郁子*，島田　和幸

III.　学術刊行物
B1. 第 105回　看護師国試合格チャレンジ
テスト 解答・解説書 1

学研メディカル秀潤社，
2015

林　　省吾

2. 第 105回　看護師国試合格チャレンジ
テスト 解答・解説書 2

学研メディカル秀潤社，
2015

林　　省吾

3. 第 105回　看護師国試合格チャレンジ
テスト 解答・解説書 3

学研メディカル秀潤社，
2015

林　　省吾

4. 篤志献体第 57号 篤志解剖全国連合会 松村　讓兒*，伊藤　正裕，平田　和明*，天野　　修*，
佐藤　仁美*

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Neonatal exposure to lower dose decabro-

modiphenyl ether decreases serum testos-
terone levls in mouse

54th Society of Toxicology 
（2015.3.22-26）USA

Miyaso H*,  Nakamura N*,  Matsuno Y,  Mori C

2. Three-dimensional analysis of dorsal rami 
of the spinal nerve in lower thoracic and 
lumbar segments

International Congress of 
C l i n i c a l  A n a t o m y
（2015.6.24-27）France

Saito T,  Steinke H*,  Hammer N*,  Hayashi S,  Itoh M

国内学会
A1. 脊椎の発生と解剖 第 9回骨穿孔術研究会

（2015.1.24）東京
林　　省吾

2. 膵頭十二指腸切除後の反復性胆管炎
に対し大紫胡湯が著効した 1症例

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.12-14）
富山

矢数　芳英，遠藤　光史，福井　秀公，臼田　美穂，
高崎　　朗，飛奈　良治*，伊藤　正裕，伊藤　樹史

3. Reproductive immunotoxicology with  
special reference to male reproductive 
organ

第 42回日本毒性学会学
術 年 会（2015.6.29-7.1）
金沢

Terayama H*,  Itoh M,  Ogawa Y,  Kuramasu M,  Kanazawa 
T*,  Sakabe K*

4. 顔の加齢変化：解剖 第 4回加齢画像研究会
（2015.10.17）東京

島田　和幸，内藤美智子*

5. 高圧気相保存法による臓器保存 第 42回日本臓器保存生
物 医 学 会 学 術 集 会
（2015.11.13-14）岩手

畑山　直之，内藤　宗和*，平井　宗一，林　　省吾，
曲　　　寧，伊藤　正裕

6. 精巣におけるマクロファージの免疫
寛容機構

第 30回日本生殖免疫学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.11.21-22）熊本

平井　宗一，寺山　隼人*，曲　　　寧，畑山　直之，
倉升　三幸，小川　夕輝，坂部　　貢*，伊藤　正裕

7. Chiba study of Mothers and Children’s 
Health （C-MACH）：Cohort Study with 
omics analyses

第 18回環境ホルモン学
会（2015.12.10-11）栃木

Mori C,  Sakurai K*,  Miyaso H*,  Eguchi A*

B1. Cadavers embalmed by the saturated salt 
solution method are useful　for surgical 
skills training

東京医科大学記念館ポス
タ ー 発 表 懇 談 会
（2015.2.25）東京

Hayashi S,  Naito M*,  Kawata S,  Qu N,  Hatayama N,  
Hirai S,  Itoh M
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2. Sex diff erence in the location of the obtu-
rator nerve leaving pelvic cavity

東京医科大学記念館ポス
タ ー 発 表 懇 談 会
（2015.2.25）東京

榎本　悠希，林　　省吾，曲　　　寧，畑山　直之，
河田　晋一，西山　隆久，伊藤　正裕

3. Transposition of innervation to brachial 
flexors：musculocutaneus nerve varia-
tions

東京医科大学記念館ポス
タ ー 発 表 懇 談 会
（2015.2.25）東京

塩谷　健斗，林　　真里，林　　省吾，曲　　　寧，
畑山　直之，河田　晋一，伊藤　正裕

4. Goshajinkigan completely recover the 
severe aspermatogenesis after busulfan 
treatment in mice

東京医科大学記念館ポス
タ ー 発 表 懇 談 会
（2015.2.25）東京

曲　　　寧，平栁　淑恵，林　　省吾，平井　宗一，
畑山　直之，倉升　三幸，小川　夕輝，伊藤　正裕

5. Functional evaluation of rat heart trans-
planted after preservation in a high-pres-
sure carbon monoxide and oxygen mixed 
gas

東京医科大学記念館ポス
タ ー 発 表 懇 談 会
（2015.2.25）東京

畑山　直之，平井　宗一，林　　省吾，曲　　　寧，
伊藤　正裕

6. 免疫正常マウスにおけるブスルファ
ンの免疫系と生殖器系への影響

東京医科大学記念館ポス
タ ー 発 表 懇 談 会
（2015.2.25）東京

平栁　淑恵，曲　　　寧，平井　宗一，内藤　宗和*，
倉升　三幸，林　　省吾，畑山　直之，伊藤　正裕

7. 一級解剖技能士認定試験に臨む 第 16回解剖技術研究・
研修会（2015.3.20）京都

小山　耕一

8. Usefulness of the cadavers embalmed by 
the saturated salt solution method for sur-
gical training：The evaluation of surgeons 
and feasibilities of clinical procedures

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Hayashi S,  Kawata S,  Qu N,  Hatayama N,  Naito M*,  
Hirai S,  Itoh M

9. Comparison of embalming methods from 
the aspect of suitability for surgical train-
ing：On their antiseptic eff ect and cadaver 
fi xation

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Kawata S,  Koyama K,  Hayashi S,  Qu N,  Hatayama N,  
Nakamura Y,  Fujikura Y*,  Itoh M

10. Transposition of innervation to brachial 
flexors：musculocutaneus nerve varia-
tions

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Shionoya K,  Hayashi M,  Hayashi S,  Qu N,  Hatayama 
N,  Kawata S,  Itoh M

11. Sex diff erence in the location of the obtu-
rator nerve leaving pelvic cavity

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Enomoto Y,  Hayashi S,  Qu N,  Hatayama N,  Kawata S,  
Nishiyama T,  Itoh M

12. Cervical heterotopic transplantation tech-
nique of testis and epididymis

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Yi K,  Hatayama N,  Qu N,  Hayashi S,  Hirai S,  Hira-
yanagi Y,  Ogawa Y,  Itoh M

13. Goshajinkigan completely recover the 
severe aspermatogenesis after busulfan 
treatment in mice

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Qu N,  Hirayanagi Y,  Hayashi S,  Hirai S,  Hatayama N,  
Kuramasu M,  Ogawa Y,  Itoh M
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14. Morphological study of human subman-
dibular duct：nerve distribution of sublin-
gual caruncula, the common opening area

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Amano K*,  Shimada K,  Matsumura G*

15. Observation of the bipennate portio ante-
rior of the soleus muscle using ultrasonic 
image

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Takeuchi K,  Matsumura A*,  Umebara A*,  Hayashi S,  
Kobayashi Y*,  Itoh M

16. Right external iliac venous ring lacking 
the right common iliac vein

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Yakura T*,  Hayashi S,  Naito M,  Kumazaki T*,  Itoh M,  
Nakano T

17. Variations in the vessels connecting the 
posterior tributary of the left renal vein to 
the left ascending lumbar vein without 
communicating with other renal veins in a 
Japanese cadaver

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Terayama H*,  Yi SQ,  Shoji S*,  Tanaka O*,  Kanazawa T*,  
Kosemura N*,  Tamura M*,  Sekiguchi M*,  Naito M*,  Sa kabe 
K*,  

18. Trial of amatomical education by anatom-
ical tour using a rotation method for phar-
maceutical students

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Matsuno Y,  Miyaso H*,  Sugata Y*,  Ohta M*,  Fujita M*,  
Tanaka Y*,  Mori C,  Komiyama M* 

19. Comparison of vapor levels of formalde-
hyde from embalmed human cadavers 
between males and femals

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 　第
92回　日本生理学会大
会　合同大会（2015.3.21-

23）神戸

Sugata Y*,  Miyaso H*,  Odaka Y*,  Komiyama M*,  
Sakamoto N*,  Mori C,  Matsuno Y

20. SSS法固定 Cadaverを用いた皮弁拳上
トレーニング

第 58回日本形成外科学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.8-10）京都

白井　隆之，林　　省吾，伊藤　正裕

21. Saturated Salt Solution法固定 Cadaver
による Surgical Trainingの経験

第 58回日本手外科学術
集会（2015.4.16-17）東
京

白井　隆之，林　　省吾，伊藤　正裕

22. 仙腸関節近傍に分布する中殿皮神経
絞扼の解剖学的研究

第 44回日本脊椎脊髄病
学会（2015.4.16-18）福
岡

紺野　智之*，青田　洋一，國谷　　洋*，齋藤　知行*，
曲　　　寧，林　　省吾，河田　晋一，伊藤　正裕

23. 殿皮神経絞扼が坐骨神経痛様の下肢
痛を呈する解剖学的背景

第 88回日本形成外科学
会学術集会（2015.5.21-

24）神戸

紺野　智之*，青田　洋一，國谷　　洋*，齋藤　知行*，
曲　　　寧，林　　省吾，河田　晋一，伊藤　正裕

24. 閉鎖神経は閉鎖孔の頭側内側に位置
する－解剖学的検討－

日本麻酔科学会　第 62
回学術集会（2015.5.28-

30）神戸

榎本　悠希，西山　隆久，林　　省吾，内野　博之，
伊藤　正裕，大瀬戸清茂

25. Usefulness of  saturated salt solution 
method for surgical training：a empirical 
research

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）

林　　省吾，河田　晋一，曲　　　寧，畑山　直之，
伊藤　正裕，本間　　宙，行岡　哲男，西山　隆久，
大瀬戸清茂

26. 上腕筋は 3 頭である－肘関節屈曲作用
および支配神経に関する発生学的考
察－

第 50回日本理学療法学
術大会（2015.6.5-7）東
京

山本　昌樹*，林   省吾，鈴木　雅人*，木全健太郎*，
浅本　　憲*，中野　　隆
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27. ノロウイルス集団発生に対する五苓
散エキス顆粒による症状緩和効果の
解析

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.12-14）
富山

高﨑　　朗，片山　　勲，遠藤　光史，山口　竜司*，
伊藤　正裕，須永　隆夫*，矢数　芳英，平馬　直樹*

28. 実習班の編成は学習効果に影響する
か ?－解剖学実習による検討

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

林　　省吾，曲　　　寧，畑山　直之，平井　宗一，
伊藤　正裕

29. 当科から診た腰仙部痛の新知見～後
技の解剖と診断的神経ブロックによ
る検討

第 17回ペインクリニッ
ク 診 断 研 究 会
（2015.10.19）東京

西山　隆久，林　　省吾，福井　秀公，伊藤　正裕，
内野　博之，大瀬戸清茂

30.「献体による外傷手術臨床解剖学的研
究会」が受講生に与えた影響－厚生労
働省委託事業の半年後アンケートに
よる検討

第 43回日本救急医学会
総 会（2015.10.21-23）　
東京

本間　　宙，林　　省吾，織田　　順，佐野　秀史，
長田　雄大，鈴木　智哉，河井健太郎，河田　晋一，
伊藤　正裕，行岡　哲男

31.「カビについて（実情 1）」 平成 27年度解剖・組織
技術研究会総会　第 13
回研修会（2015.11.7）秋
田

小山　耕一，河田　晋一

32. Saturated Salt Solution（SSS）法固定遺
体の手術手技研修（Surgical training）
への活用

第 19回臨床解剖研究会
（2015.11.14）東京

林　　省吾，河田　晋一，曲　　　寧，畑山　直之，
平井　宗一，伊藤　正裕

33. 下部胸神経後枝・腰神経後枝の 2Dカ
メラを使った三次元的解析

第 19回臨床解剖研究会
（2015.11.14）東京

齋藤　敏之，林　　省吾，伊藤　正裕

34. ラットにおける異所性精巣移植の試
み

第 30回日本生殖免疫学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.11.21-22）熊本

畑山　直之，曲　　　寧，林　　省吾，平井　宗一，
倉升　三幸，永堀　健太，小川　夕輝，高橋　薫平，
伊藤　正裕

35. 妊娠中マクロ環境要因がヒト胎児由
来組織臍帯のメチル化レベル，および
出生時身体計測値におよぼす影響

第 18回環境ホルモン学
会（2015.12.10-11）栃木

宮宗　秀伸*，高瀬　駿也*，櫻井　健一*，森　　千里

36. 新生児の出生体重減少に影響を及ぼ
す妊娠中母体環境要因 : 胎児期に始ま
る子どもの健康と発達に関する調査

第 18回環境ホルモン学
会（2015.12.10-11）栃木

高瀬　駿也*，宮宗　秀伸*，櫻井　健一*，森　　千里

37. Effects of Decabromodiphenyl Ether 
（BDE-209） on Serum Metabolites in 

Early Postnatal Mice 

第 18回環境ホルモン学
会（2015.12.10-11）栃木

江口　哲史*，宮宗　秀伸*，森　　千里

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 稲垣教育賞 東京医科大学（2015.3.7）

東京
曲　　　寧

2. 平成 26年度日本解剖学会奨励賞 第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会第 92
回日本生理学会大会
（2015.3.22）神戸

林　　省吾

3. 平成 26年度肉眼解剖学トラベルア
ワード（献体協会賞）

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会第 92
回日本生理学会大会
（2015.3.22）神戸

榎本　悠希

4. 平成 26年度肉眼解剖学トラベルア
ワード（献体協会賞）

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会第 92
回日本生理学会大会
（2015.3.22）神戸

塩谷　健斗

5. 佐々記念賞 東京医科大学（2015.5.30）
東京

林　　省吾
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B1.『2025年に向けたシルバーエイジ研究
所の取り組み～次世代対応型医療施
設「D’s SMART MEDICAL」の 4つの
コンセプト～』『人材確保のヒント　
～医療業界看護師争奪戦への挑戦～』

第 15回 Medi+セミナー
～これからの医療と福祉
のあり方を考える～
（2015.3.19）東京

中村　　毅*，伊藤　正裕，小川　裕司*，醍醐　象器*

2. NHK「マサカメ TV！」 日本放送協会（2015.7.4）
東京

島田　和幸

3.『近年の自然災害増加に伴う防災対策
の見直し』『在宅透析と私』

第 16回 Medi+セミナー
～これからの医療と福祉
のあり方を考える～
（2015.10.26）東京

中村　　毅*，伊藤　正裕，小川　裕司*，醍醐　象器*

組織・神経解剖学分野

【教育】
「到 達 目 標」　講義・実習では，高学年の臨床医学や将来の医療活動・研究活動で必要とされる組織学・神経解剖学の基本的な

知識や科学的な思考方法を身につけさせることを目標としている。臓器の構造をイメージすることによって，そ
の臓器の機能が自然と思い出されるような感覚を身につけさせたいと考えている。

「現 状 説 明」　1年生後期に組織学，2年生前期に神経解剖学の講義・実習を行っている。神経解剖学では，高齢総合医学，脳
神経外科学の先生に，神経解剖学と医療現場との関係を講義していただいている。実習では，標本のスケッチを
行わせている。スケッチは採点し，実習の次の週には返却している。色落ちしている組織標本が問題であったが，
人体構造学，人体病理学，分子病理学などの分野の協力で新しい組織標本を作製した。この他，3年生の自主研
究で基礎的な研究方法や研究の考え方を教えている。

「点検・評価」　講義に出てまじめに実習をやっている学生の理解度は非常に高いが，講義をサボっている学生の場合，実習に参
加していても内容を十分に理解していないのは問題である。臨床の先生の講義は学生の評判が良い。自主研究の
学生の満足度も高い。

「改 善 方 策」　講義への出席率が良い学生に関しては，おおよそ教育目標は達成している。講義への出席率が悪い学生に関して
は，今後も改善策を検討する必要がある。組織標本はかなり改善されたが，まだ入れ換えなければならないもの
がある。

【研究】
「到 達 目 標」　今までにないような概念を生み出す独創的な基礎医学研究を目標としている。このような基礎医学は，臨床も含

めた医学全体の広範囲な分野に大きな影響を及ぼすと考えている。
「現 状 説 明」　現在，形態学，細胞生物学，分子生物学，電気生理学の技術を用いて神経発生，痛覚の研究を行っている。特に，

神経幹細胞培養，子宮内電気穿孔法による遺伝子導入，遺伝子改変動物を使った研究が主流を占めている。教室
会議の他，神経発生研究に関しては，論文抄読会／研究報告会を週 1回開いている。社会人大学院生は 4名になっ
た。また，2名の医学修士の学生が研究に加わった。

「点検・評価」　現在のところ，残念ながら，多くの優れた研究成果が出るような体制にはまだなっていないが，新しいスタッフ
によって新しい技術が導入されたことにより，多彩な基礎データが蓄積されつつある。また，それらの基礎デー
タから新しい研究の課題も生まれてきた。

「改 善 方 策」　現在の研究をさらに進めるためには，各自が研究結果をまとめる方向に向かうようにデータを議論する機会を増
やす必要がある。研究の幅が広がったために新たに研究に必要な実験機器も出てきたので，それらを順次整える
必要もある。

「目標・改善方策の達成度」　研究成果を論文として発表することに関して，達成度はまだ低い。今後 1-2年の間に現在の研究結
果をまとめ順次発表していく。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　コメディカルの教育機関に対する基礎医学教育（解剖学，神経科学）に貢献する。解剖学や神経科学の知識を必

要とする他大学の学生や社会人に対して，講義や市民講座を通じて，知識を提供する。また，他学の卒研生，社
会人大学院生など受け入れ，多くの優れた研究者を育てる。

「現 状 説 明」　学外のコメディカル教育機関に対して，観察を中心とした脳解剖学実習も行っている。「医療工学技術者創成の
ための再教育システム」（東北大学主催）において講師を務めている。他大学（早稲田大学・東京薬科大学など）
で，形態学や神経科学の講義・特別講義をしている。社会人大学院生（企業に在籍）の研究指導をしている。

「点検・評価」　社会貢献の割合はかなり増加したが，まだ十分とはいえない。
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「改 善 方 策」　今後も，コメディカルの教育機関から申し出があれば，積極的に協力したい。また，医科大学以外の大学などで
の講義を今後も続ける予定である。

「目標・改善方策の達成度」　コメディカルの教育機関の学生，他大学の学生，企業に属する社会人に対する貢献など十分とは言
えないが，今後もさまざまな機会を設けたい。

I.　著書
1. 小児脳神経外科学（改訂 2版），12章
§1 神経系の発生

金芳堂，927-947, 2015 石　　龍徳（編：山崎　麻美*，坂本　博昭*）

2. 脳神経外科診療プラクティス 6 脳神
経外科医が知っておくべきニューロ
サイエンスの知識，1-3 ニューロンの
分子構築と機能

文光堂，8-9, 2015 石　　龍徳（編：三國　信啓*，深谷　　親*）

II.　学術論文
A1. ProNodal acts via FGFR3 to govern dura-

tion of Shh expression in the prechordal 
mesoderm

Development 142：3821-

32, 2015（IF=6.462）
Ellis PS,  Burbridge S*,  Soubes S*,  Ohyama K,  Ben-Haim 
N*,  Chen C*,  Dale K*,  Shen MM*,  Constam D*,  Placzek M*

B1. Neural stem cells and neuro/gliogenesis in 
the central nervous system：understand-
ing the structural and functional plasticity 
of the developing, mature, and diseased 
brain

J Physiol Sci 2015 ［Epub 
ahead of print］（IF=2.165）

Yamaguchi M*,  Seki T,  Imayoshi I*,  Tamamaki N*,  
Hayashi Y*,  Tatebayashi Y*,  Hitoshi S*

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Robo1 regulates dendritic development of 

neocortical pyramidal neurons
CDB symposium 2015
（2015. 3.23-25）神戸

Gonda Y,  Hanashima C*

国内学会
A1. From embryonic to adult neurogenesis in 

the hippocampus
The 120th Annual meeting 
of the Japanese association 
of anatomists（2015.3.23）
Kobe

石　　龍徳

B1. Decision making－The mechanisms of 
dendritic patterning in the cerebral cortex

第 2回神経発生リトリー
ト（2015.2.25）神戸

Gonda Y

2. How is the morphology of pyramidal cells 
determined?

第 8回神経発生討論会
（2015.3.19-20）福岡

Gonda Y,  Hanashima C*

3. 海馬歯状回形成過程における BMPの
役割

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会，第
92回日本生理学会大会　
合同大会（2015.3.21-23）
兵庫

柏木　太一，塩田　清二*，石　　龍徳

4. 細胞移動を基軸とする海馬歯状回形
成のメカニズム探索

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 第 92
回日本生理学会大会合同
大会（2015.3.22）神戸国
際会議場

篠原　広志，佐藤　　亨，戸田　景子，塩田　清二*，
石　　龍徳

5. Eff ects of motor cortex stimuli on rostral 
ventromedial medulla（RVM）cell activ-
ity in spared nerve injury（SNI）rats

第 120回日本解剖学会総
会・全国学術集会 第 92
回日本生理学会大会合同
大会（2015.3.22）神戸国
際会議場

Kitazawa H,  Kitamura T*,  Yamada J*
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6. 細胞移動を基軸とする海馬歯状回形
成のメカニズム探索

第 175回 東京医科大学
医学会総会（2015.6.6）
東京医科大学

篠原　広志，塩田　清二*，石　　龍徳

7. Cell-tracing analysis for progenitor cell 
migration in the embryonic dentate gyrus

第 38回 日本神経科学大
会（2015.7.28）神戸国際
会議場

篠原　広志，塩田　清二*，石　　龍徳

8. BMP signaling induce Gfap-expressing 
NSCs which restrictedly exist in the 
developing hippocampus

第 38回日本神経科学大
会（2015.7.28-31）兵庫

柏木　太一，塩田　清二*，石　　龍徳

9. Laminar specifi c control of neocortical 
dendrite patterning

N e u r o s c i e n c e 2 0 1 5
（2015.7.28-31）神戸

Gonda Y,  Hanashima C*

10. Distinct expression patterns of pSmad2 
and pSmad3 in the developing mouse 
dentate gyrus

第 103回日本解剖学会関
東 支 部 学 術 集 会
（2015.10.22）東京

大山　恭司，佐藤　　亨，戸田　景子，石　　龍徳

11. 海馬顆粒細胞形成時の神経前駆細胞
における CXCR4分子の細胞内移行に
ついて

第 103回日本解剖学会関
東 支 部 学 術 集 会
（2015.11.7）横浜

山本　夕香，篠原　広志，柏木　太一，佐藤　　亨，
戸田　景子，大山　恭司，石　　龍徳

12. 細胞移動を基軸とする海馬歯状回形
成のメカニズム探索

第 11回 成体脳のニュー
ロ ン 新 生 懇 談 会
（2015.11.14）名古屋市立
大学

篠原　広志

13. BMPシグナルは胎生期海馬神経幹細
胞の発生を制御する

第 11回成体脳のニュー
ロ ン 新 生 懇 談 会
（2015.11.14）愛知

柏木　太一

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 東京医科大学奨励賞 東京医科大学（2015.6.6） 大山　恭司

人 体 病 理 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　学生教育にあたっては，基本的病変および主要疾患の原因，発生機序について，形態学的立場から理解させるこ

とを第一の到達目標としている。また，病理学的方法論（病理解剖学，外科病理学，臨床細胞学，分子生物学な
ど）の把握と共に，臨床的事項と病理学的変化を関連付けて考察する素養を習得させる。

「現 状 説 明」　第 2学年後期（3単位）および第 3学年前期（5単位）において，分子病理学分野と共同して系統的学生講義と
顕微鏡を用いた病理学実習を行っている。また，第 3学年前期（4単位）のグループ別自主研究も例年受け入れ
ている。さらに，第 5学年の臨床実習（0.5単位）と第 4・6学年の臨床医学 I・IIや臓器別講義の一部も担当し
ている。

「点検・評価」　特に第 2学年，3学年次における病理学実習では，少人数で学年全生徒を同時に指導するため，理解不十分な学
生に対する指導が行き届かない面がある。

「改 善 方 策」　講義ではできるだけ多数の病理肉眼像・組織像を提示し，カラー写真にて配布する。また，病理実習では指導教
官を十分数配置することを心がける。

「目標・改善方策の達成度」　ほぼ前年の到達目標や改善方策は達成していると考えているが，実際に学生の到達度を測ることが
難しく，正確な評価が望まれる。

【研究】
「到 達 目 標」　病理形態学的及び分子病理学的な手法を用いて疾患の発生機序を解明すると共に，臨床所見と病理学的所見との

相関や病理学的に新たな疾患概念の提唱，および実用性の高い診断技術・診断基準を策定することを目標として
いる。

「現 状 説 明」　精力的に活動しており，影響力のある学術誌に随時発表している。研究実務に際しては，新教育研究棟（自主自
学館）の実験室に配置されている助手 5名が教室員の研究活動を補助している。また，当教室単独での研究計画
に加えて，学内の各教室や国内他施設，海外研究施設との共同研究も活発に行なっている。
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「点検・評価」　研究室の面積に限りがあるため必要な機器の設置がかなわず，実験を学外に委託する場合がある。外部委託実験
には手技の不安定性を生じることがあり，研究者に不満をもたらしている。

「改 善 方 策」　実験室内での機器の配置を改善し，助手による研究補助範囲を検討して，できる限り広い範囲の実験系を教室内
で完結できるように考慮する。

「目標・改善方策の達成度」　研究に割ける時間的な制約があり，打ち立てている到達目標や改善方策に十分達成しているとは言
えない。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　教室員の能力・技術を高いレベルに維持し，臨床医学の重要な一分野としての病理診断（組織診断・細胞診断）

を適切かつ安定して提供することを目標としている。また，臨床試験や治験に適切に対応して協力することも目
標に含まれる。

「現 状 説 明」　所属している教室教員 11名のうち，9名が日本病理学会専門医，2名が日本病理学会口腔病理専門医の資格を，
また 7名が日本臨床細胞学会細胞診専門医の資格を有している。病理診断に際しては，全てダブルチェック体制
で報告するシステムを構築して，「迅速」かつ「正確に」をモットーに徹底した精度管理のもとで行っている。
また，他施設からの病理診断に関するコンサルテーションには常時対応している（年間約 150症例）。さらには，
研究班班員として，臨床試験や治験にも多数関わっている。

「点検・評価」　病理学の役割が一般には理解されていない部分があるが，当分野から社会に向けた情報発信は充分とはいえない
ところがある。

「改 善 方 策」　東京医大病院ホームページに病理診断科のページを設置し，医療に占める病理学の役割について情報を発信する
こととしている。

「目標・改善方策の達成度」　未だ十分とは言えないが，教室員が一丸となって業務遂行に日々努力している。

I.　著書
1. 組織病理アトラス　第 6版，唾液腺 文光堂，77-88, 2015 長尾　俊孝
2. 腫瘍病理鑑別診断アトラス　頭頸部
腫瘍 I，唾液腺腫瘍の病理組織分類

文光堂，8-13, 2015 長尾　俊孝

3. 悪性腫瘍（筋上皮癌） 89-94 長尾　俊孝
4. 唾液腺癌の病理学的悪性度評価 187-195 長尾　俊孝
5. 良性腫瘍（基底細胞腺腫） 132-136 山科　光正
6.【膵癌・胆道癌－基礎と臨床の最新研
究動向－】 膵癌　非上皮性腫瘍　リン
パ腫以外の非上皮性腫瘍（膵血管腫，
膵リンパ管腫，膵平滑筋肉腫，膵悪性
線維性組織球腫，膵傍神経節腫など）
（解説 /特集）

日本臨床 73（増刊 3） 膵
癌・ 胆 道 癌，386-390, 
2015

山口　　浩，清水　道生

7. 腫瘍病理鑑別診断アトラス　胆道癌・
膵癌，膵管内腫瘍（IPMN, ITPN）

文光堂，130-136, 2015 山口　　浩

8. 術中迅速診断における鑑別，判定，報
告（細胞診の併用）

245-250 平井　秀明，鬼島　　宏

9. 徹底攻略 ! 病理解剖カラー図解，病理
解剖で知っておくべき組織所見 Serous 
atrophy 漿液性萎縮

金芳堂，204, 2015 山口　　浩

10. 病理解剖で知っておくべき組織所見
Diff use alveolar damage  びまん性肺胞
傷害

206 山口　　浩

11. 病理解剖で知っておくべき組織所見 
Pulmonary ossifi cation　肺骨化症

208 山口　　浩

12. 病理解剖で知っておくべき組織所見 
Pseudomonas pneumonia　緑膿菌肺炎

209 山口　　浩

13. 病理解剖で知っておくべき組織所見 
Silicotic nodule　珪肺結節

210 山口　　浩
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14. 病理解剖で知っておくべき組織所見 
Pneumocystis pneumonia　ニューモシ
スチス肺炎

212 山口　　浩

15. 病理解剖で知っておくべき組織所見 
Mucormycosis　ムコール症

212 山口　　浩

16. 病理解剖で知っておくべき組織所見 
Herpesvirus infection　ヘルペスウイル
ス感染症

223 山口　　浩

17. 病理解剖で知っておくべき組織所見 
Wegener's granulomatosis　ウェゲナー
肉芽腫

235 山口　　浩

18. 病理解剖で知っておくべき組織所見 
Paraganglion 傍神経節

237 山口　　浩

19. ルービン　カラー基本病理学，第 25
章頭頸部

西村書店，599-614, 2015 中村　暢樹，長尾　俊孝

20. 病理と臨床　vol.33　臨時増刊号，病
理診断クイックリファレンス

文光堂，2015 （編：長尾　俊孝）

21. 腫瘍病理鑑別診断アトラス　頭頸部
腫瘍 I

文光堂，2015 （編：森永正二郎，高田　　隆，長尾　俊孝）

22. 腫瘍病理鑑別診断アトラス　頭頸部
腫瘍 II

文光堂，2015 （編：森永正二郎，高田　　隆，長尾　俊孝）

23. 細胞診ガイドライン，5消化器 金原出版株式会社，2015 （編：長尾　俊孝）

II.　学術論文
A1. Whole exome sequencing reveals recur-

rent mutations in BRCA2 and FAT genes 
in acinar cell carcinomas of the pancreas

Sci Rep 6（5）：8829, 2015
（IF=5.228）

Furukawa T,  Sakamoto H,  Takeuchi S,  Ameri M,  
Kuboki Y,  Yamamoto T,  Hatori T,  Yamamoto M,  Sugi-
yama M,  Ohike N,  Yamaguchi H,  Shimizu M,  Shibata 
N,  Shimizu K,  Shiratori K

2. Mammary analogue secretory carcinoma 
of salivary glands：A clinicopathological 
and molecular study including 2 cases 
harboring ETV6-X fusion

Am J Surg Pathol 39：
602-610, 2015（IF=4.951）

Ito Y,  Ishibashi K,  Masaki A,  Fujii K,  Fujiyoshi Y,  
Ha ttori H,  Kawakita D,  Matsumoto M,  Miyabe S,  Shi-
mozato K,  Nagao T,  Inagaki H

3. Pathological characterization of ovarian 
cancer patients who underwent debulking 
surgery in combination with diaphrag-
matic surgery：A cross-sectional study

Medicine（Baltimore）94
（ 5 0）：e 2 2 9 6 ,  2 0 1 5
（IF=4.256）

Nagai T,  Oshiro H,  Sagawa Y,  Sakamaki K,  Terauchi F,  
Nagao T

4. Association between high-resolution 
computed tomography fi ndings and the 
IASLC/ATS/ERS classifi cation of small 
lung adenocarcinomas in Japanese 
patients

Lung Cancer 90：47-54, 
2015（IF=3.767）

Kudo Y,  Matsubayashi J,  Saji H,  Akata S,  Shimada Y,  
Kato Y,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Nagao T,  
Ikeda N

5. Thy28 protects against anti-CD3-medi-
ated thymic cell death in vivo

Apoptosis 20：444-454, 
2015（IF=3.592）

Toyota H,  Sudo K,  Kojima K,  Yanase N,  Nagao T,  
Takahashi RH,  Iobe H,  Kuwabara T,  Kakiuchi T,  Mizu-
guchi J

6. Surveillance of short-segment Barrett’s 
esophagus using ultrathin transnasal 
endoscopy

J Gastroenterol Hepatol 30 
Suppl 1：41-45, 2015
（IF=3.322）

Sugimoto H,  Kawai T,  Naito S,  Yanagizawa K,  Yamagi-
shi T,  Fukuzawa M,  Yagi K,  Matsubayashi J,  Nagao T,  
Tomiyama H,  Hoshino S,  Tsuchida A,  Moriyasu F

7. Prognostic factors for survival after recur-
rence in patients with completely resected 
lung adenocarcinoma：important roles of 
epidermal growth factor receptor mutation 
status and current staging system

Clin Lung Cancer 16：
e213-221, 2015（IF=3.03）

Kudo Y,  Shimada Y,  Saji H,  Kato Y,  Yoshida K,  
Ma tsubayashi J,  Nagase S,  Kakihana M,  Kajiwara N,  
Ohira T,  Nagao T,  Ikeda N
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8. Characterization of mammary analogue 
secretory carcinoma of the salivary 
gland：Discrimination from its mimics by 
the presence of the ETV6-NTRK3 trans-
location and novel surrogate markers

Hum Pathol 46：94-103, 
2015（IF=2.791）

Urano M,  Nagao T,  Miyabe S,  Ishibashi K,  Higuchi K,  
Kuroda M

9. Correlation between whole tumor size and 
solid component size on high-resolution 
computed tomography in the prediction of 
the degree of pathologic malignancy and 
the prognostic outcome in primary lung 
adenocarcinoma

Acta Radiol 56：1187-

1195,  2015（IF=2.009）
Saji H,  Matsubayashi J,  Akata S,  Shimada Y,  Kato Y,  
Kudo Y,  Nagao T,  Park J,  Kakihana M,  Kajiwara N,  
Ohira T,  Ikeda N

10. Clinicopathological signifi cance of andro-
gen receptor, HER2, Ki-67 and EGFR 
expression in salivary duct carcinoma

Int J Clin Oncol 20：
35-44, 2015（IF=1.806）

Masubuchi T,  Tada Y,  Maruya S,  Osamura Y,  Kamata 
SE,  Miura K,  Fushimi C,  Takahashi H,  Kawakita D,  
Kishimoto S,  Nagao T

11. Progressive multifocal leukoencephalopa-
thy：Dot-shaped inclusions and the virus-
host interactions

Neuropathology 35（5）：
487-96, 2015（IF=1.796）

Shishido-Hara Y

12. Lymphatic stomata in the adult human 
pulmonary ligament

Lymphat Res Biol 13：
137-145, 2015（IF=1.758）

Oshiro H,  Miura M,  Iobe H,  Kudo T,  Shimazu Y,  Aoba 
T,  Okudela K,  Nagahama K,  Sakamaki K,  Yoshida M,  
Nagao T,  Nakaya T,  Kurata A,  Ohtani O

13. Establishment of successively transplant-
able rabbit VX2 cancer cells that express 
enhanced green fl uorescent protein

Med Mol Morphol 48：
13-23,  2015（IF=1.471）

Oshiro H,  Fukumura H,  Nagahama K,  Sato I,  Sugiura K,  
Iobe H,  Okiyama E,  Nagao T,  Nagashima Y,  Aoki I,  
Yamanaka S,  Murakami A,  Maegawa J,  Chishima T,  
Ichikawa Y,  Ishikawa Y,  Nagai T,  Nomura M,  Ohashi K,  
Okudela K

14. Sarcomatoid salivary duct carcinoma of 
the palate：A rare case report

Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol 119：
e27-32, 2015（IF=1.262）

Tomihara K,  Hamashima T,  Nagao T,  Nakamori K,  
Sasahara M,  Noguchi M

15. Two cases of sclerosing angiomatoid nod-
ular transformation of the spleen with 
gradual growth：usefulness of diff usion-

weighted imaging

Clin Imaging 39：315-

317, 2015（IF=0.966）
Yoshimura N,  Saito K,  Shirota N,  Suzuki K,  Akata S,  
Oshiro H,  Nagao T,  Sugimoto K,  Tsuchida A,  Tokuuye 
K

16. A proteomic profi ling of laser-microdis-
sected lung adenocarcinoma cells of early 
lepidic-types

Clin Transl Med 4：24,  
2015

Kato Y,  Nakamura H,  Tojo H,  Nomura M,  Nagao T,  
Kawamura T,  Kodama T,  Ohira T,  Ikeda N,  Fehniger T,  
Marko-Varga G,  Nishimura T,  Kato H

17. Three-dimensional multidetector com-
puted tomography may aid preoperative 
planning of the transmanubrial osteomus-
cular-sparing approach to completely 
resect superior sulcus tumor

Gen Thorac Cardiovasc 
Surg 63：627-631, 2015

Saji H,  Kato Y,  Shimada Y,  Kudo Y,  Hagiwara M,  
Ma tsubayashi J,  Nagao T,  Ikeda N

18. 当院における鼻副鼻腔 Solitary Fibrous 
Tumor 3例の検討

日本耳鼻咽喉科学会会報
118（7）：875-881, 2015

南　　和彦，久場　潔実，松村　聡子，林　　崇弘，
中平　光彦，菅澤　　正，山口　　浩，高柳奈津子

B1. 唾液腺癌の遺伝子異常　融合遺伝子
に注目して

Medical Technology 44
（1）：6-8, 2015

宮部　　悟*，長尾　俊孝

2. 穿刺吸引細胞診の見方と診断そして
最新の知見－細胞像と組織像を対比
して－

病 理 と 臨 床 33（11）：
1176-1186, 2015

三宅　真司，長尾　俊孝

3.【肝胆膵イメージング：画像が映す分
子病理】 膵疾患　膵管内腫瘍（IPMN・
ITPN）の分子病理と画像所見

肝・胆・膵 70（4）：593-

599, 2015
山口　　浩

4. 病理から理解する画像所見　膵 solid 
pseudopapillary neoplasm

画像診断 35（10）：1325-

1335, 2015
本杉宇太郎*，山口　　浩
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5. Breast carcinoma with osteoclast-like 
stromal giant cells－破骨細胞様間質巨
細胞の出現と，富血管性炎症性間質と
の関係は ?

病理と臨床 33（7）：793-

797, 2015
宍戸-原由紀子，千葉　知宏，菅間　　博

6. ヒト大脳白質の成り立ちと病態 ［What 
matters more in the white matter：think-
ing inside of the brain］

Brain Nerve 67（4）：371-

387, 2015
内原　俊記，宍戸-原由紀子

C1. Retrograde lymphatic spread of esopha-
geal cancer：A case report

Medicine（Balt imore）
94：e1139, 2015（IF=4.256）

Oshiro H,  Osaka Y,  Tachibana S,  Aoki T,  Tsuchiya T,  
Nagao T

2. Management of comorbid advanced stage 
gingival squamous cell carcinoma and 
classical Hodgkin lymphoma by a combi-
nation of surgery and split ABVD chemo-
therapy

J Oral Maxillofac Surg /
Med Pathol 27：245-249, 
2015（IF=1.631）

Abukawa H,  Satomi T,  Tauchi T,  Matsubayashi J,  
Kusama H,  Nagao T,  Asada Y,  Kohno M,  Watanabe M,  
Chikazu D

3. Chondrosarcoma of the maxilla extending 
to the pterygomandibular space：a case 
report and review of the literature

J Maxillofac Oral Surg 
14：133-137, 2015

Satomi T,  Kaneko T,  Abukawa H,  Hasegawa O,  Wata-
nabe M,  Matsubayashi J,  Nagao T,  Chiba H,  Chikazu D

4. Perivascular epithelioid cell tumor arising 
from ciliary body treated by local resec-
tion

Ocul Oncol Pathol 1：
88-92, 2015

Goto H,  Usui Y,  Nagao T

5. 混合型肝癌の新病理分類とそれに基
づいた画像再評価  小葉間胆管由来が
考えられたいわゆる細胆管細胞癌の 1
症例

Liver Cancer 21：65-70, 
2015

岩塚　邦生，杉本　勝俊，竹内　啓人，安藤　真弓，
佐野　隆友，森　　俊文，古市　好宏，小林　功幸，
中村　郁夫，吉田　真希，長尾　俊孝，粕谷　和彦，
土田　明彦，福里　利夫，近藤　福雄，森安　史典

6. 肝血管腫として 2年間の経過観察期間
を経て手術に至った慢性 B型肝炎に
発生した細胆管細胞癌の 1例

肝臓クリニカルアップ
デ ー ト 1（1）：131-136, 
2015

笠原　健大，中島　哲史，瀧下　智恵，佐原　八束，
細川　勇一，永川　裕一，粕谷　和彦，勝又　健次，
宮田　祐樹，森安　史典，長尾　俊孝，土田　明彦

7. 長期経過観察中に十二指腸穿破を認
めた混合型 intraductal papillary muci-
nous neoplasmの 1切除例

日本消化器外科学会雑誌
48（9）：769-775, 2015

渡邉　幸博*，岡本　光順，森田　洋平，石田　慎悟，
岡田　克也，合川　公康，宮澤　光男，小山　　勇，
山口　　浩，清水　道生

8. 発症 8年目の MIBG心筋シンチで集
積低下が乏しかった Parkinson傍の一
剖検例

病理と臨床 33（7）：763-

770, 2015
千葉　知宏，宍戸-原由紀子，木戸　直樹

9. 下顎歯肉に転移した肺原発多形癌の 1
例

日本口腔外科学会雑誌
61（9）：458-462, 2015

立花絵里子，山口　洋平，立花　哲也，山科　光正，
近津　大地

10. 診断に苦慮した乳輪部に発生した巨
大尖圭コンシローマの 1例

診 断 病 理 32（2）：159-

163, 2015
諸橋　聡子，吉澤　忠司，平井　秀明，羽賀　敏博，
清野　浩子，呉　　雲燕，泉　　美貴，鬼島 　　宏

III.　学術刊行物
A1. 胆道癌　特殊な組織型（臨床病理学的
特徴）　胆道の浸潤性微小乳頭癌

日 本 臨 床 73：774-778, 
2015

鬼島　　宏，吉澤　忠司，平井　秀明，諸橋　聡子

2. 進行度から見た胆嚢癌の病理学的特
徴

胆 と 膵 36 （1）：19-23, 
2015

鬼島　　宏，吉澤　忠司，羽賀　敏博，平井　秀明，
桜庭　伸吾，岡野　健介，高綱　将史，清野　浩子，
呉　　雲燕，諸橋　聡子

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1.【Lecture, Invited】Diagnostic Applica-

tion of Immunohistochemistry in Salivary 
Gland Tumor Pathology

The 9th Asia Pacifi c Inter-
national  Academy of 
P a t h o l o g y  C o n g r e s s
（2015.6.4）Australia

Nagao T
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B1. Clinicopathological signifi cance of gastric 
poorly diff erentiated medullary carcinoma

2nd Korea-Japan Gastric 
C a n c e r  M e e t i n g
（2015.7.31）Hirosaki

Hirai H,  Wu Y,  Yoshizawa T,  Takatsuna M,  Haga T,  
Morohashi S,  Kijima H

2. Morphological characteristics of early 
gastric carcinoma with lymphoid stroma

2nd Korea-Japan Gastric 
C a n c e r  M e e t i n g
（2015.7.31）Hirosaki

Takatsuna M,  Wu Y,  Yoshizawa T,  Hirai H,  Haga T,  
Morohashi S,  Kijima H

3. JC viral inclusions in progressive multifo-
cal leukoencephalopathy：Scaffolding 
promyelocytic leukemia nuclear bodies
（PML-NBs）grow with cell cycle transi-

tion through S-to-G2-like state in the 
enlarging nuclei of oligodendrocytes

2nd International Confer-
ence on PML（2015.8.25）
Sweden

Shishido-Hara Y

4. A Case of Progressive Multifocal Leuko-
encephalopathy with Balanced CD4/CD8 
T-Cell Infi ltration and Good Response to 
Mefl oquine Treatment

2nd International Confer-
ence on PML（2015.8.25）
Sweden

Sanjo N,  Kina S,  Shishido-Hara Y

国内学会
A1. 唾液腺導管癌の悪性度評価 第 104回日本病理学会総

会（2015.4.30）名古屋
佐藤由紀子*，山本智理子，長尾　俊孝，石川　雄一

2. 膵 solid-pseudopapillary neoplasm 第 104回日本病理学会総
会（2015. 5.2）名古屋

山口　　浩

3. 唾液腺腫瘍 第 4回神戸免疫組織診断
セミナー（2015.5.9）神
戸

長尾　俊孝

4. 乳腺相似分泌癌（MASC）の細胞像の
variationについて

第 56回日本臨床細胞学
春期大会（2015.6.12）松
江

樋口佳代子*，浦野　　誠，下条　久志，長尾　俊孝

5. スライドカンファレンス　口腔 第 34回日本臨床細胞学
会東京都支部総会・学術
集会（2015.7.18）

山科　光正

6. 唾液腺癌の病理診断　その実際と最
近の進歩

第 28回口腔・咽頭科学
学会総会（2015.9.10）大
阪

長尾　俊孝

7. 膵 intraductal tubulopapillary neoplasm　
WHO分類基準改定に至った新規腫瘍
概念

第 61回日本病理学会秋
期特別総会（2015.11.5）
東京

山口　　浩

8. 肺腺癌におけるWHO新分類に基づい
た細胞像

第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

三宅　真司，松林　　純，前田　純一，垣花　昌俊，
大平　達夫，池田　徳彦，長尾　俊孝

9. 唾液腺細胞診　旧知の組織型の新知
見，新しい疾患概念，臨床との関わり 
乳腺相似分泌癌（MASC）の細胞像と
鑑別診断

第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

樋口佳代子*，浦野　　誠，下条　久志，伊藤　洋平，
稲垣　　宏，河原　明彦，長尾　俊孝

10. 唾液腺細胞診　旧知の組織型の新知
見，新しい疾患概念，臨床との関わり 
唾液腺導管癌の細胞診断　病理学的
新知見と治療法の展望をまじえて

第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

吉田　真希，三宅　真司，長尾　俊孝

11. 唾液腺細胞診　旧知の組織型の新知
見，新しい疾患概念，臨床との関わり 
唾液腺腫瘍の臨床細胞病理学　その
最近の進歩

第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

長尾　俊孝
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12.【教育講演】肺癌の細胞診断　検体の
取り扱い方を中心に

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.21）
名古屋

松林　　純

B1. 口腔扁平苔癬における臨床像と細胞
傷害性免疫反応の関連

第 174回東京医科大学医
学会総会（2014.11.1）東
京

榎本　　愛，佐藤　永一，安田　卓史，近津　大地，
長尾　俊孝

2. 卵巣病変の 1例 第 80回日本病理学会・
東北支部総会 /学術集会
（2015.2.22）仙台

平井　秀明，加藤　哲子，鬼島　　宏

3. 内視鏡治療後の狭窄に対し気管支形
成術及び左 S6区域切除術を施行した
気管支平滑筋腫の 1例

第 152回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.3.7）つくば

小野祥太郎，嶋田　善久，加藤　靖文，濱中和嘉子，
前田　純一，吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，帯包　妃代，長尾　俊孝，
池田　徳彦

4. 術前診断し得た Sclerosing angiomatoid 
nodular transformation（SANT）の 1例

第 74回日本医学放射線
学会総会（2015.4.16）横
浜

代田　夏彦，吉村　宜高，齋藤　和博，高良　憲一，
鈴木　邦仁，赤田　壮市，徳植　公一，大城　　久，
佐藤　永一，長尾　俊孝

5. 肺原発 Solitary Fibrous Tumorの 1例 第 74回日本放射線学会
総会（2015.4.16）横浜

桝野　龍平，高良　憲一，朴　　辰浩，赤田　壮市，
大平　達夫，池田　徳彦，松林　　純

6. 前立腺全摘標本における Tertiary Glea-
son Grade 5と術後 PSA非再発率との
関連の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.18）金沢

鴨田　直博，大堀　　理，大野　芳正，小田垣　悠，
石田　卓也，権藤　立男，中神　義弘，中島　　淳，
井上　理恵，長尾　俊孝，橘　　政昭

7. 耳下腺に発生した oncocytic papillary 
cystadenocarcinomaの一例

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

呉　　壮香*，和田　龍一，彭　　為霞，石井　英昭，
稲井　俊太，長尾　俊孝，内藤　善哉

8. Mammary analogue secretory carcinoma
における ETV6関連キメラ遺伝子異常
の検討

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

伊藤　洋平*，石橋謙一郎，藤井　香那，正木　彩子，
藤吉　行雄，服部日出雄，松本　　学，下郷　和雄，
長尾　俊孝，稲垣　　宏

9. 高安大動脈炎の進展に関わる病理像
の変化

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

倉田　　厚，真村　瑞子，藤田　浩司，平野　和彦，
長尾　俊孝，黒田　雅彦

10. 筋上皮 /基底細胞マーカー発現を広範
囲に示すMammary analogue secretory 
carcinoma（MASC）の 1例

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

物部　泰昌*，廣川　満良，長尾　俊孝，定平　吉都

11. 耳下腺Mammary analogue secretory car-
cinoma（MASC）の 1例

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

片岡　俊朗，小野　麻衣，江中　牧子，宇高　直子，
澤住　知枝，日比谷孝志，三宅　暁夫，長尾　俊孝，
山中　正二，大橋　健一

12. 皮膚混合腫瘍由来の肉腫様癌の一例 第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

太田　昌幸*，鈴木　理樹，太田　　聡，岸本　　充，
神戸美千代，山本　洋輔，末廣　敬祐，尾崎　大介，
長尾　俊孝，中谷　行雄

13. 中枢神経・精巣原発びまん性大細胞型
B 細胞リンパ腫における MYD88/
CD79B遺伝子の変異

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

山崎　一人*，木全淳一郎，尾崎　大介，長尾　俊孝，
石田　康生

14. 原発不明腹腔内胎児性肉腫の一例 第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

Abdukadir Imamhasan*,  松林　　純，三室　晶弘，
木下　雅史，草間　　博，工藤　玄恵

15. 巨大腹膜腫瘍として摘出された胃原
発壁外進展性 GISTの 1例

第 104回 日本病理学会
総会（2015.4.30）名古屋

羽賀　敏博*，諸橋　聡子，平井　秀明，吉澤　忠司，
清野　浩子，呉　　雲燕，鬼島　　宏

16. E2-ERαのシグナル伝達により誘導さ
れる DEC1は乳がん細胞の EMTを促
進する（DEC1 induced by E2-ER&alpha 
signaling promotes the EMT process of 
breast cancer cells）（英語）

第 104回 日本病理学会
総会（2015.4.30）名古屋

呉　　雲燕*，劉　　　強，平井　秀明，吉澤　忠司，
清野　浩子，羽賀　敏博，諸橋　聡子，加藤　幸夫，
鬼島　　宏

17. 乳輪部に生じた巨大尖圭コンジロー
マの一例

第 104回 日本病理学会
総会 （2015.4.30）名古屋

諸　　聡子*，平井　秀明，羽賀　敏博，吉澤　忠司，
清野　浩子，呉　　雲燕，泉　　美貴，鬼島　　宏
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18. 肝外胆管癌リンパ節転移巣における
形態とその臨床病理学的特徴

第 104回 日本病理学会
総会（2015.4.30）名古屋

吉澤　忠司*，平井　秀明，羽賀　敏博，清野　浩子，
呉　　雲燕，諸橋　聡子，鬼島　　宏

19. 胸腺上皮性腫瘍に対する外科治療成
績の検討

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）香
川

垣花　昌俊，名和　公敏，吉田　浩一，萩原　　優，
加藤　靖文，梶原　直央，大平　達夫，朴　　辰浩，
赤田　壮市，長尾　俊孝，池田　徳彦

20. 多施設共同による唾液腺導管癌の後
方視的観察研究　生存率および予後
因子に関する検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会（2015.5.20）東京

大塚　邦憲*，多田雄一郎，川北　大介，花澤　豊行，
加納　里志，清水　　顕，今西　順久，小澤　宏之，
塚原　清彰，大上　研二，佐藤雄一郎，長尾　俊孝，
小川　　郁

21. 造影 EUS・経口胆道鏡がそれぞれ術
前診断に有用であった IPNBの 2例

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.30）
名古屋

谷坂　優樹*，岩野　博俊，良沢　昭銘，田場久美子，
佐藤　洋子，須藤　晃佑，新井　　晋，真下　由美，
合川　公康，小山　　勇，山口　　浩

22. 唾液腺導管癌における免疫組織化学
的バイオマーカーの予後因子として
の意義　多施設共同研究による検討

第 39回日本頭頸部学会
（2015.6.3）神戸

高瀬聡一郎，多田雄一郎，川北　大介，加納　里志，
清水　　顕，小澤　宏之，塚原　清彰，大上　研二，
佐藤雄一郎，長尾　俊孝

23. 根治的前立腺全摘標本におけるリン
パ管浸潤の予後因子としての意義の
検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

小田垣　悠，大堀　　理，大野　芳正，下平　憲治，
鹿島　　剛，権藤　立男，中神　義弘，中島　　淳，
橘　　政昭，井上　理恵，長尾　俊孝

24. 悪性腫瘍との鑑別を要した卵巣 Polyp-
oid endometriosisの一例

第 139回東北連合産婦人
科学会（2015.6.6）仙台

横山美奈子*，福原　理恵，松下　容子，鍵谷　昭文，
平井　秀明，鬼島　　宏，横山　良仁

25. 気管支鏡検査における迅速細胞診の
進歩と問題点 気管支鏡下生検時の迅
速細胞診導入後の短期成績と有用性
の検討

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

垣花　昌俊，名和　公敏，本多　英俊，米山　礼美，
長瀬　清亮，加藤　靖文，梶原　直央，筒井　英光，
大平　達夫，長尾　俊孝，池田　徳彦

26. 気管支平滑筋腫 7症例の検討 第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

小野祥太郎，嶋田　善久，加藤　靖文，前田　純一，
吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，帯包　妃代，長尾　俊孝，池田　徳彦

27. 胸水中に腫瘍細胞が認められた皮膚
原発血管肉腫の 2例

第 56回日本臨床細胞学
春期大会（2015.6.12）松
江

石原里佳子，山科　光正，三宅　真司，片桐　仁子，
鈴木恵美子，磯本　愛子，山口真由実，大城　　久，
松林　　純，長尾　俊孝

28. 甲状腺低分化癌の細胞学的検討 第 56回日本臨床細胞学
春期大会（2015.6.12）松
江

渡部　顕章，松林　　純，川内ゆうか，稲垣　敦史，
桑原　　淳，三宅　真司，小池　悦子，筒井　英光，
池田　徳彦，長尾　俊孝

29. 2度にわたる EUS-FNAで術前診断が
可能であった SPNの 1例

第 47回日本膵臓学会大
会（2015. 6.19）名古屋

谷坂　優樹*，岩野　博俊，良沢　昭銘，田場久美子，
佐藤　洋子，岡田　克也，宮澤　光男，山口　　浩，
須藤　晃佑，新井　　晋，真下　由美

30. 膵 intraductal tubulopapillary neoplasm
の組織学的進展・浸潤様式の検討

第 47回日本膵臓学会大
会（2015.6.20）名古屋

山口　　浩，清水　道生，山本　雅一，清水　京子，
白鳥　敬子，古川　　徹

31. エトポシド少量内服療法を行った Pri-
mary cutaneous aggressive epidermo-
tropic >CD8+cytotoxic T-cell lymphoma
と思われた一例

第 31回日本皮膚悪性腫
瘍 学 会 学 術 大 会
（2015.7.3）大阪

入澤　亮吉，新井　　崇，西脇　　薫，斎藤万寿吉，
原田　和俊，吉澤成一郎，松林　　純，中村　直哉，
山本　　泉，坪井　良治

32. 後腹膜鏡下腎生検を施行した 1例 第 616回日本内科学会関
東地方会（2015.7.19）東
京

自見加奈子，渡邊カンナ，壽　　智香，和田　憲和，
長岡　由女，長尾　俊孝，菅野　義彦

33. 猫外傷性肉腫発症における水晶体上
皮細胞と血管侵入の関与

第 35 回比較眼科学会
（2015.7.25）神奈川

高橋　広樹，Richard Dubielzig,  上田俊一郎，
松林　　純，後藤　　浩

34. 卵巣悪性腫瘍との鑑別を要した Polyp-
oid endometriosisの一例

第 57回日本婦人科腫瘍
学 会 学 術 講 演 会
（2015.8.7）盛岡

松下　容子*，横山美奈子，福原　理恵，鍵谷　昭文，
横山　良仁，平井　秀明，鬼島　　宏
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35. HER2陽性再発転移唾液腺導管癌に対
するトラスツズマブ /ドセタキセル併
用療法の効果と安全性の検討

第 5回国際医療福祉大学
学会学術大会（2015.8.29）
栃木

増淵　達夫*，多田雄一郎*，高橋　秀聡，伏見　千宙，
松木　　崇，猪俣　　徹，三浦　弘規，五月女　隆，
山田　修平，尾尻　博也，長尾　俊孝

36. 多施設共同による唾液腺導管癌の臨
床的，病理組織学的，免疫組織化学的
研究

第 5回国際医療福祉大学
学 会 学 術 大 会
（23015.8.29）栃木

多田雄一郎*，加納　里志，清水　　顕，塚原　清彰，
今西　順久，大上　研二，佐藤雄一郎，花澤　豊行，
佐藤由紀子，三浦　弘規，増淵　達夫，伏見　千宙，
長尾　俊孝

37. アンドロゲン受容体タンパク陽性再
発転移唾液腺癌に対するアンドロゲ
ン遮断療法の効果と安全性の検討

第 5回国際医療福祉大学
学 会 学 術 大 会
（23015.8.29）栃木

伏見　千宙*，多田雄一郎，高橋　秀聡，増淵　達夫，
松木　　崇，猪俣　　徹，三浦　弘規，尾尻　博也，
長尾　俊孝

38. 子宮や脊髄に多発した EBウイルス関
連平滑筋腫瘍の一例

Japanese Society for the 
Advancement of Women’s 
Imaging 第 16回シンポ
ジウム（2015.9.4）兵庫

藤井　温子，永井　　毅

39. 若年発症した ANCA関連血管炎の一
例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2）
東京

辻本　隆史，福原　祐樹，渡邊カンナ，根岸真央人，
南郷　智香，長岡　由女，和田　憲和，長尾　俊孝，
井上　　勉，菅野　義彦

40. thrombotic microangiopathy（TMA）様
の糸球体病変を認めたネフローゼ症
候群の一例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2）
東京

和田　憲和，辻本　隆史，鈴木　梨江，南郷　智香，
宮岡　良卓，長岡　由女，岡田　知也，長尾　俊孝，
井上　　勉，菅野　義彦

41. p14arf蛋白の第 52番セリンをアラニ
ンに置換した変異体は PKC誘導性の
蛋白安定化が減弱する

第 74回日本癌学会学術
総会（2015.10.8）名古屋

井上　理恵

42. 巨細胞性動脈炎を伴った急性大動脈
解離の一例

第 20回日本血管病理研
究会（2016.10.17）大阪

帯包　妃代，藤吉　俊毅，髙橋　　聡，荻野　　均，
松林　　純，長尾　俊孝

43. アンドロゲン受容体陽性唾液腺癌に
対するアンドロゲン遮断療法の効果
と安全性の検討

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.29）
京都

伏見 千宙*，多田雄一郎，増淵　達夫，高橋　秀聡，
村上みゆき，三浦　弘規，長村　義之，長尾　俊孝

44. 膀胱全摘術が施行された膀胱癌症例
における術前膀胱外浸潤予測　TUR
検体中 LVIの有用性

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.29）
京都

権藤　立男，中島　　淳，井上 理恵，小田垣　悠，
鴨田　直博，平澤　陽介，鹿島　　剛，下平　憲治，
中神　義弘，大野　芳正，堀口　　裕，並木　一典，
大堀　　理，長尾　俊孝，橘　　政昭

45. ソラフェニブ投与中にケラトアカン
トーマ様の皮膚症状を呈した症例

第 48回日本甲状腺外科
学 会 学 術 集 会
（2015.10.29）東京

矢野由希子，鈴木　明彦，星　　雅恵，田村　温美，
小原　亮爾，室　　繭子，坪井　良治，山口　　浩，
長尾　俊孝，筒井　英光

46. 耳下腺原発の上皮筋上皮癌オンコサ
イト亜型の 1例（Oncocytic Epithelial 
Myoepithelial Carcinoma of Partotid 
Gland：Report of a Case）（英語）

第 61回日本病理学会秋
季特別総会（2015.11.5）
東京

太田　昌幸*，高橋　葉子，矢澤　卓也，岩本　雅美，
鈴木　理樹，太田　　聡，浜崎佐和子，岡本　美孝，
長尾　俊孝，中谷　行雄

47. 大腸癌の悪性度に関与した浸潤様式
と筋線維芽細胞の分布（Association 
between myofi broblast distribution and 
invasive growth types of human colorectal 
cancer）

第 61回日本病理学会秋
期特別総会（2015.11.5）
東京

高綱　将史*，吉澤　忠司，羽賀　敏博，平井　秀明，
呉　　雲燕，諸橋　聡子，鬼島　　宏

48. 胸水細胞診において非典型的な細胞
像を呈した高悪性度神経内分泌癌の
一例

第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

松本　健宏*，川嶋　活彦，曽根田由樹，吉野　裕子，
中原　啓太，草間　　博，工藤　玄恵，松林　　純，
長尾　俊孝

49. 膵腺房細胞癌 2例の細胞学的特徴像 第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

片桐　仁子，山口　　浩，大城　　久，小池　悦子，
三宅　真司，桑原　　淳，礒本　愛子，鈴木恵美子，
大塚　清花，忽滑谷昌平，松林　　純，長尾　俊孝
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50. 炎症性筋線維芽細胞腫様の形態を示
した未分化肉腫の 1例

第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

片場　寛明，前田　純一，吉田　浩一，垣花　昌俊，
梶原　直央，筒井　英光，大平　達夫，永井　　毅，
松林　　純，長尾　俊孝，池田　徳彦

51. 子宮頸部擦過塗抹標本上に出現した
悪性リンパ腫の 3例

第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

片場　寛明，稲垣　敦史，永井　　毅，三宅　真司，
渡部　顕章，山口真由実，川内ゆうか，石原里佳子，
大城　　久，松林　　純，佐川　泰一，中村　直哉，
長尾　俊孝

52. 耳下腺腺房細胞癌について細胞像の
再検討

第 54回日本臨床細胞学
会秋季大会（2015.11.21）
名古屋

三田　和博*，本野　紀夫，佐川　弘美，西尾由紀子，
尾崎　由実，日比谷孝二，三宅　暁夫，山中　正二，
大橋　健一，長尾　俊孝

53. 乳腺穿刺吸引細胞診鑑別困難例の細
胞像と組織像の対比検討

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.21）
名古屋

諸橋　聡子*，刀稱亀代志，吉澤　忠司，平井　秀明，
羽賀　敏博，黒瀬　　顕，鬼島　　宏

54. 開胸時胸腔細胞診陽性症例の臨床病
理学的検討

第 56回日本肺癌学会総
会（2015.11.26）横浜

垣花　昌俊，名和　公敏，前田　純一，吉田　浩一，
萩原　　優，長瀬　清亮，加藤　靖文，松林　　純，
梶原　直央，大平　達夫，長尾　俊孝，池田　徳彦

55. 間質性肺炎合併肺癌における画像所
見及び臨床像と病理所見の整合性に
関する検討

第 56回日本肺癌学会総
会（2015.11.26）横浜

荒牧　　直，嶋田　善久，松林　　純，川本　雅司，
朴　　辰浩，吉村　明修，赤田　壮一，長尾　俊孝，
徳植　公一，池田　徳彦

56. 間質性肺炎合併肺癌における画像所
見及び臨床像と病理所見の整合性に
関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

荒牧　　直，嶋田　善久，松林　　純，川本　雅司，
朴　　辰浩，吉村　明修，赤田　壮一，長尾　俊孝，
徳植　公一，池田　徳彦

57. 浸潤性粘液産生性腺癌切除例の CT所
見とその特徴

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

江里口大介，工藤　勇人，嶋田　善久，松林　　純，
山田　隆文，朴　　辰浩，大澤潤一郎，加藤　靖文，
垣花　昌俊，前田　純一，吉田　浩一，萩原　　優，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

58. 小型肺腺癌における HRCT所見と
IASLC/ATS/ERS分類を用いた臨床病
理学的因子の関係

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

工藤　勇人，松林　　純，赤田　壮一，嶋田　善久，
雨宮　亮介，加藤　靖文，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

59. 唾液腺導管癌の臨床成績と予後因子　
多施設共同による 141例の検討

第 60回日本唾液腺学会
学術集会（2015.12.5）東
京

大塚　邦憲*，今西　順久，多田雄一郎，川北　大介，
花澤　豊行，茶薗　英明，加納　里志，清水　　顕，
塚原　清彰，大上　研二，酒井　昭博，佐藤雄一郎，
植木　雄志，佐藤由紀子，小澤　宏之，小川　　郁，
長尾　俊孝

60. 粘表皮癌の確定診断における融合遺
伝子検索の有用性

第 60回日本唾液腺学会
学術集会（2015.12.5）東
京

長崎　敦洋*，小川　郁子，大内　知之，長尾　俊孝，
高　　　隆

61. 耳下腺・副咽頭間隙に発生した hybrid 
carcinoma（多形腺腫由来唾液腺導管
癌 +筋上皮癌）の一例

第 60回日本唾液腺学会
学術集会（2015.12.5）東
京

伏見　千宙*，多田雄一郎*，増淵　達夫，松木　　崇，
猪俣　　徹，菅野　千敬，三浦　弘規，長尾　俊孝

62. 唾液腺導管癌における標的遺伝子変
異と免疫組織化学的発現の検討　そ
の臨床病理学的因子との関連

第 60回日本唾液腺学会
学術集会（2015.12.5）東
京

志村　智隆，多田雄一郎，川北　大介，塚原　清彰，
加納　里志，清水　　顕，今西　順久，小澤　宏之，
大上　研二，佐藤雄一郎，長尾　俊孝

63. 耳下腺悪性腫瘍の術前診断が手術方
針および予後に与える影響の検討

第 60回日本唾液腺学会
学術集会（2015.12.5）東
京

高橋　秀聡，多田雄一郎，増淵　達夫，伏見　千宙，
松木　　崇，猪俣　　徹，折舘　伸彦，長尾　俊孝，
三浦　弘規

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 学術研究賞 日 本 病 理 学 会

（2015.11.12）東京
山口　　浩

2. 学会奨励賞 日 本 唾 液 腺 学 会
（2015.12.5）東京

志村　智隆
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分 子 病 理 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　分子病理学分野では医学・生命科学の根元を解明する学問領域である病理学を，疾患横断的に理解していくこと

を目指している。
「現 状 説 明」　第 2学年後期，第 3学年前期の講義と実習を担当し，グループ別自主研究，臨床実習，系統別講義を行っている。
「点検・評価」　病気の理解を深めるために，単なる表面的な知識ではなく，疾患の原因となる病態基盤の理解が必要であると考

えている。また，病理学の更なる理解を深めるため，カリキュラム以外に ｢病理学学生セミナー｣ を開催してい
る。

「改 善 方 策」　実習の E-learning化を行うことで，学生の理解度を深めたい。今後は，全体的なカリキュラムを見直し，教育体
制を変更していく必要がある。

「目標・改善方策の達成度」　目標を達成できたと考える。
【研究】
「到 達 目 標」　がんの分子メカニズムの解明や次世代の医薬品，治療の開発を目指している。
「現 状 説 明」　核酸医薬品を用いた治療開発の前臨床試験を開始する事ができた。
「点検・評価」　オリジナルティーのある内容で，トップジャーナルを目指す必要がある。
「改 善 方 策」　精度の高い研究を行っていくことが必要である。
「目標・改善方策の達成度」　得られた成果を確実に論文にしていく事がまだ不充分である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　学会や公開講座を通じて市民への成果発表を行う。また，研究成果を創薬等に結びつけることで社会貢献を行う。
「現 状 説 明」　学会活動，公開シンポジウムで研究内容を発信できた。
「点検・評価」　臨床試験に導入可能な核酸医薬品を開発出来たことは評価できる。
「改 善 方 策」　定期的な公開講座や市民講座等の試みを行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　目標を達成できたと考える。

I.　著書
1. 血液検査技術教本，血小板の基礎知識 丸善出版，56-60, 2015 山崎　家春（編：日本臨床検査技師学会）
2. 血液検査技術教本，血小板算定（視算
法）

丸善出版，61-64, 2015 山崎　家春（編：日本臨床検査技師学会）

3. 証言記録　市民たちの戦争　③帝国
日本の崩壊

大月書店，284-319, 2015 相馬　廣明（編：NHK「戦争証言」プロジェクト）

4. 再生医療のための細胞製造ハンド
ブック「再生医療イニシアチブ」

シ ー エ ム シ ー 出 版，
12-18, 2015

梅澤　明弘（監修：紀ノ岡正博*）

II.　学術論文
A1. Novel Types of Small RNA Exhibit 

Sequence- and Target-dependent Angio-
genesisSuppression Without Activation of 
Toll-like Receptor 3 in an Age-related 
Macular Degeneration（AMD）Mouse 
Model

Mol Ther Nucleic Acids 20；
4：e258, 2015 （IF=4.51）

Takanashi M,  Sudo K,  Ueda S,  Ohno S,  Yamada Y,  
Osakabe Y,  Goto H,  Matsunaga Y,  Ishikawa A,  Usui Y,  
Kuroda M

2. Monitoring endoplasmic reticulum mem-
brane integrity in β-cells at the single-cell 
level

Molecular Endocrinology 
29：473-80, 2015（IF=3.432）

Kanekura K,  Ou J*,  Hara T*,  Zhu LJ*,  Urano F*

3. Monitoring endoplasmic reticulum mem-
brane integrity in β-cells at the single-cell 
level

Science Signaling 8：ra62, 
2015（IF=7.359）

Kanekura K,  Ma X*,  Murphy JT*,  Zhu LJ*,  Diwan A*,  
Urano F*

4. Beta cells transfer vesicles containing 
insulin to phagocytes for presentation to T 
cells

Proc Natl Acad Sci USA 
112：E5496-502, 2015
（IF=9.674）

Vomund AN*,  Zinselmeyer BH*,  Hughes J*,  Calderon B*,  
Valderrama C*,  Ferris ST*,  Wan X*,  Kanekura K,  Carrero 
JA*,  Urano F*,  Unanue ER*
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5. Neuroimaging evidence of defi cient axon 
myelination in Wolfram syndrome

Scietifi c reports 6：21167, 
2015（IF=5.228）

Lugar HM*,  Koller JM*,  Rutlin J*,  Marshall BA*,  Kanekura 
K,  Urano F*,  Bischoff  AN*,  Shimony JS*,  Hershery T*

6. Phosphorylation status determines the 
opposing functions of Smad2/Smad3 as 
STAT3 cofactors in TH17 diff erentiation

Nature Commun doi：
10.1038/ncomms8600, 
2015（IF=11.329）

Yoon JH,  Sudo K,  Kuroda M,  Kato M,  Lee IK*,  Han JS*,  
Nakae S*,  Imamura T*,  Kim JR*,  Ju JH*,  Kim DK*,  Matsu-
zaki K*,  Weinstein M*,  Matsumoto I*,  Sumida T*,  Mamura 
M

7. Inhibition of lethal inflammatory 
responses through the targeting of mem-
brane-associated Toll-like receptor 4 sig-
naling complexes with a Smad6-derived 
peptide

EMBO Mol Med 7（5）：
577-592,doi：10.15252/
emmm.201404653, 2015
（IF=9.547）

Park JS*,  Jung SM*,  Kim SD*,  Kim JH*,  Lee JY*,  Jung KC*,  
Mamura M,  Lee S*,  Kim SJ*,  Bae YS*,  Park SH*

8. Lymphatic Stomata in the Adult Human 
Pulmonary Ligament

Lymphat Res Biol 13：
137-145, 2015（IF=1.758）

Oshiro H*,  Miura M*,  Iobe H,  Kudo T*,  Shimazu Y*,  Aoba 
T*,  Okudela K*,  Nagahama K*,  Sakamaki K*,  Yoshida M,  
Nagao T,  Nakaya T,  Kurata A,  Ohtani O*

9. Does perineural invasion of the myenteric 
plexus have a key role in annular rectal 
invasion and digestive system symptoms 
of prostate carcinoma patients?

Med Hypotheses 85：854-

857, 2015（IF=1.136）
Hashimoto H,  Kurata A,  Nashiro T*,  Kuroda M,  Horiu-
chi H*

10. Immaturity of smooth muscle cells in the 
neointima is associated with acute coro-
nary syndrome

Cardiovasc Pathol 24：
26-32, 2015 （IF=2.19）

Horita A*,  Kurata A,  Ohno S,  Shimoyamada H*,  Saito I*,  
Kamma H*,  Kuroda M

11. Smooth muscle immaturity in the carotid 
arterial neointima as a prognostic marker 
for systemic atherogenic cardiovascular 
events in the Asian male

Int J Clin Exp Pathol 8：
14630-14639（IF=1.581）

Hashimoto H,  Kurata A,  Nashiro T*,  Inoue S,  Ushijima 
T*,  Fujita K,  Kimura T*,  Kawai K*,  Horiuchi H*,  Kuroda 
M

12. Repurposed biological scaff olds：Kidney 
to pancreas

Organogenesis 11：47-57 
Apr 2015 ［PMCID：
PMC4594556］（IF=2.91）

Willenberg BJ*,  Oca-Cossio J*,  Cai Y*,  Brown AR*,  Clapp 
WL*,  Abrahamson DR*,  Terada N,  Ellison GW*,  Mathews 
CE*,  Batich CD*,  Ross EA*

13. Unilateral corneal leukoplakia without 
limbal involvement

Int Med Case Rep J 2015 
May 18；8：103-106 doi：
10 2147/IMCRJ S82679 
eCollection 2015（IF=0.64）

Hirano K*,  Koide M*,  Mizoguchi Y*,  Osakabe Y,  Sasaki 
KA*

14. Evaluation of the Human Papillomavirus 
mRNA Test for the detection of cervical 
lesions in Japan

Eur J Gynaec Oncol（Euro-
pean journal of gynaeco-
logical oncology）36（2）：
192-196, 2015（IF=0.64）

Nakayama Y,  Yamada M,  Kurata A,  Kiseki H*,  Kuroda 
M

15. Ovarian small cell carcinoma of pulmo-
nary type appearing in ante mortem asci-
tes：An aoutopsy case and review of the 
literature

Human Pathology EHPC-

00037, 2015（IF=2.791）
Hashimoto H,  Kurata A,  Fujita K,  Shimada H*,  Nagai T*,  
Horiguchi H*,  Kuroda M

16. Inhibition of choroidal fibrovascular 
membrane formation by new class of 
RNA interference therapeutic agent target-
ing periostin

Gene Ther 22（2）：127-

137, 2015（IF=2.89）
Nakama T*,  Yoshida S*,  Ishikawa K*,  Kobayashi Y*,  Zhou 
Y*,  Nakao S*,  Sassa Y*,  Oshima Y*,  Takao K*,  Shimahara 
A*,  Yoshikawa K*,  Hamasaki T*,  Ohgi T*,  Hayashi H*,  
Matsuda A*,  Kudo A*,  Nozaki M*,  Ogura Y*,  Kuroda M 
and Ishibashi T*

17. Angiopoietin-like 7 is an anti-angiogenic 
protein required to prevent vascularization 
of the cornea

P L o S  O n e .  1 0（1）：
e0116838, 2015（IF=3.057）

Toyono T,  Usui T,  Yokoo S,  Taketani Y,  Nakagawa S,  
Kuroda M,  Yamagami S,  Amano S

18. Endochondral ossifi cation model system：
designed cell fate of human epiphyseal 
chondrocytes during long-term implantation

J Cell Physiol 230（6）：
1376-1388, 2015（IF=4.155）

Takayama S*,  Umezawa A
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19. Generation of pluripotent stem cells with-
out the use of genetic material

Lab Invest 95（1）：26-42, 
2015（IF=4.202）

Higuchi A*,  Ling QD*,  Kumar SS*,  Munusamy MA*,  Alar-
faj AA*,  Chang Y*,  Kao SH*,  Lin KC*,  Wang HC*,  
Umezawa A

20. Glycolipod dynamis in generation and dif-
ferentiation of induced pluripotent stem 
cells

Sci Rep 5：14988, 2015
（IF=5.228）

Ojima T*,  Shibata E*,  Saito S*,  Toyoda M*,  Nakajima H*,  
Yamazaki-Inoue M*,  Miyagawa Y*,  Kiyokawa N*,  Fuji-
moto J*,  Saito T*,  Umezawa A

C1. Pulmonary arterial hypertension due to 
pulmonary vascular amyloid deposition in 
a patient with multiple myeloma

Int J Clin Exp Pathol 8 
15391-15395（IF=1.581）

Hashimoto H,  Kurata A,  Mizuno H*,  Nashiro T*,  Hangai-
shi A*,  Kuroda M,  Usuki K*,  Horiuchi H*

D1. Improvement of IgG4-related Disease 
with a Supplemental Steroid

Intern Med 54：2949-

2950, 2015（IF=0.832）
Hashimoto H,  Kurata A,  Kuroda M,  Kishimoto M*

III.　学術刊行物
B1. POCTにおける検査前段階のクオリ
ティマネージメント

臨 床 病 理 63（2）：210-

217, 2015
山崎　家春

2. 血糖 臨 床 検 査 増 刊 号 59
（11）：1213-1217, 2015

山崎　家春

3. ヒト ES細胞を用いた先天性代謝異常
症に対する再生医療

医学のあゆみ 253（3）：
253-259, 2015

梅澤　明弘

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Dynamic Smad signaling networks in 

immune cell regulation
Joint International Sympo-
sium on TGF-β family and 
Cancer（JSPS Core-to 
Core Program “Cooperative 
International Framework in 
TGF-β Family Signaling” 
and Grant-in-Aid for Sci-
entifi c Research on Innova-
tive Areas by MEXT “Inte-
grative Research on Cancer 
Microenvironment Net-
work”（2015.1.13）Tsu-
kuba  Japan

Mamura M

2. Opposing roles of Smad2 and Smad3 as 
transcription cofactors of STAT3 in TH17 
diff erentiation

The 59th Annual General 
Assembly and Scientific 
Meeting of the Japan Col-
lege of Rheumatology, 
International Concurrent 
Workshop Basic 6 RA2
（2015.4.24）Nagoya Japan

Mamura M,  Yoon JH,  Ji Hyeon Ju*,  Matsumoto I*,  Sum-
ida T*

3. CD8+ T cell-intrinsic Smad4 suppresses 
Th2 responses in the pathogenesis of con-
tact hypersensitivity

The 64th Meeting of Japa-
nese Society of Allergology, 
English Session-Oral4：
Molecular mechanisms of 
allergic skin diseases
（2015.5.27）Tokyo Japan

Mamura M,  Yoon JH,  Sudo K,  Nakae S*,  Ma tsumoto I*,  
Sumida T*

4. CD8+ T Cell-Intrinsic Smad4 Suppresses 
Th2 Responses in the Pathogenesis of 
Contact Hypersensitivity

XXIV World Allergy Con-
gress 2015（2015.10.14）
COEX Seoul Korea

Mamura M,  Yoon JH,  Nakae S*,  Matsumoto I*,  Sumida 
T*,  Inkyu Lee*,  Jin Soo Han*,  Ji Hyeon Ju*,  Sudo K,  Kato 
M*,  Kuroda M,  Okubo Y*
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5. STAT3-induced downregulation of Smad3 
selects Smad2 for TGF-β to suppress the 
immunogenicity of dendritic cells

The 44th Annual Meeting 
of The Japanese Society for 
Immunology（2015.11.20）
Sapporo Japan

Mamura M,  Eunjin Bae*,  Sudo K,  Seok Hee Park*,  
Michael Weinstein,  Nakae S*,  In-Kyu Lee*,  Ji Hyeon Ju*,  
Sumida T*,  Kuroda M,  Mamura M

6. Human induced pluripotent stem cells and 
their potential applications

KSHEMA STEMCON-

2015（2015.10.3-4）India
Umezawa A

B1. Development of novel form of mimic 
microRNA for lung cancer therapy

AACR Annual Meeting
（2015.4.18-24）Philadel-

phia  Pennsylvania USA

Ohno S,  Itano K*,  Harada Y,  Asada K,  Oikawa K,  
Kashiwazako M,  Takanashi M,  Sudo K,  Ikeda N,  
Kuroda M

国内学会
A1. 血液細胞～血液疾患において電顕で
分かること。また，私達が知っておく
べきこと

東京都臨床検査技師会 
血液研究班 東京

山崎　家春

2. 計測画像情報の病理学への応用 第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

黒田　雅彦

3. Development of novel small nucleic acid 
drug with low side eff ects

第 7回日本 RNAi研究会
（2015.8.26-28）広島プリ
ンスホテル（広島）

大野慎一郎，板野　華蓮，浅田浩太朗，老川　桂生，
柏迫　幹枝，高梨　正勝，黒田　雅彦

4. 血液細胞について理解しておきたい
基礎知識 =電顕像から細胞の機能を
読む =

鹿児島県臨床衛生検査技
師学会 血液研究班研修
会   鹿児島

山崎　家春

5. 高安大動脈炎の進展に伴う病理像の
推移

第 20回日本血管病理研
究会（2015.10.17）大阪

倉田　　厚，橋本　浩次，藤田　浩司，長尾　俊孝，
黒田　雅彦

6. 簡易血糖測定・HbA1c測定の解説 東京都糖尿病協会　公開
講座　第 28回 城南地区
ブロック糖尿病教室
（2015.10.17）東京

山崎　家春

7. 診断困難な血液疾患は電顕検索が有
用

全国国立病院機構研修会
（2015.11.11）東京

山崎　家春

8. コミュニケーション 日本臨床検査医学会　第
56回 POCセミナー教育
講演（2015.11.22）岐阜

山崎　家春

9. エクソソームが開く新しい医療 第 19回日本統合医療学
会（2015.12.12-13）山口

黒田　雅彦

B1. 胃癌細胞株の形態変化における，上皮
間葉移行に関わるマイクロ RNA200c
とその標的の検出

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30）名古屋

倉田 　厚，山田　正俊，大野慎一郎，橋本　浩次，
藤田　浩司，高梨　正勝，黒田　雅彦

2. 核形態測定に基づく乳管内増殖病変
診断補助の試み

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

山田　正俊，齋藤　　彰，山本陽一郎*，立石　文子*，
黒田　雅彦

3. 内頚動脈内膜における平滑筋細胞の
分化度と，動脈硬化性疾患の合併の有
無の相関

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

橋本　浩次，倉田　　厚，名城　珠希*，牛島　友則*，
藤田　浩司，堀内　　啓*，黒田　雅彦

4. 肺がん治療を想定した副作用の少な
い短鎖型新規核酸医薬の開発

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

大野慎一郎，板野　華蓮，原田裕一郎，浅田浩太朗，
老川　桂生，柏迫　幹絵，高梨　正勝，須藤カツ子，
池田　徳彦，黒田　雅彦

5. 浸潤性乳癌に出現する let-7d発現細胞
の検討

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

藤田　浩司，山田　正俊，高梨　正勝，黒田　雅彦



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌34S

6. 幹細胞とがん幹細胞，そして多能性と
は

第 104回日本病理学会総
会分子病理診断講習会
（2015.4.30-5.2）名古屋

梅澤　明弘

7. 高安大動脈炎の進展に関わる病理像
の変化

第 104回日本病理学会総
会（2015.5.1）名古屋

倉田　　厚，真村　瑞子，藤田　浩司，平野　和彦*，
長尾　俊孝，黒田　雅彦

8. 内頚動脈内膜における平滑筋細胞の
分化度と，動脈硬化性疾患の合併の有
無の相関

第 104回日本病理学会総
会（2015.5.1）名古屋

橋本　浩次，倉田　　厚，名城　珠希*，牛島　友則*，
藤田　浩司，黒田　雅彦

9. microRNA補充療法のための革新的短
鎖核酸医薬の開発

第 104回日本病理学会総
会（2015.5-2）名古屋国
際会議場

大野慎一郎，板野　華連，原田裕一郎，高梨　正勝，
須藤カツ子，池田　徳彦，黒田　雅彦

10. 肺線維症に対する miR-29b補充療法 第 104回日本病理学会総
会（2015.5.1）名古屋

山田　侑子，高梨　正勝，須藤カツ子，上田しのぶ，
黒田　雅彦

11. 平成 28年度診療報酬対策の目玉～そ
の意義と取り組み～

第 64回日本医学検査学
会（2015.5.17）福岡

並木　　薫*，羽角　安夫*，山崎　家春，他 3名

12. 再生医療の最新情報 第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26-

28）東京

梅澤　明弘

13. 浸 潤 性 乳 管 が ん に お け る let-7
（miRNA）と ras遺伝子の関係

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

藤田　浩司，黒田　雅彦

14. 副作用を軽減した短鎖型核酸医薬の
開発

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）六甲山ホテル（神戸）

大野慎一郎，板野　華蓮，浅田浩太朗，老川　桂生，
柏迫　幹枝，高梨　正勝，黒田　雅彦

15. 肺線維症に対する miR-29b補充療法 第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24）
六甲

山田　侑子，高梨　正勝，須藤カツ子，上田しのぶ，
黒田　雅彦

16. 子宮頸部上皮内腫瘍（cervical intraepi-
thelial neoplasia；CIN）の抗MUC1抗
体における染色性の検討

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24）
六甲

藤田　浩司，倉田　　厚，別所　泰子*，峯尾松一郎，
黒田　雅彦

17. ダニ抗原で誘発させたアトピー性皮
膚炎モデルマウスの作成

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24）
六甲

柏迫　幹絵，髙梨　正勝，　黒田　雅彦

18. 肺がんにおける Argonauteファミリー
の発現・機能解析

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24）
六甲

浅田浩太朗，老川　桂生，大野慎一郎，黒田　雅彦

19. microRNAの生成経路を欠損する肺が
ん細胞株の解析

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24）
六甲

老川　桂生，浅田浩太朗，大野慎一郎，黒田　雅彦

20. Chorangiomatosisと Choragiomaとの微
細構造上の比較解析

第 47回日本臨床分子形
態学会（2015.9.18）長崎

相馬　廣明，村井　則子*，田中嘉代子*，小黒　辰夫*，
國場　寛子*，吉浜　　勲*，藤田　浩司，峯尾松一郎

21. 多発性骨髄腫を背景として全身性 AL
アミロイドーシスを来たし，肺動脈性
肺高血圧症を呈した 1剖検例

第 20回日本血管病理研
究会（2015.10.27）大阪

橋本　浩次，倉田　　厚，水野　秀明*，名城　珠希*，
半下石　明*，臼杵　憲祐*，黒田　雅彦，堀内　　啓*

22. 整形外科病棟の突然死の 2剖検例：急
性心筋梗塞の有無の判定における，冠
動脈内膜平滑筋の免疫組織化学的検
索の有用性

第 61回日本病理学会終
期特別総会（2015.11.5）
東京

倉田 　厚，小山　尊士*，西田　　淳*，三木　　保*，
黒田　雅彦

23. 海の海生生物の胎盤：ワークショップ
生物種のもつ特異な子宮・胎盤機能

第 23回日本胎盤学術集
会（2015.11.5-6）東京

戸田　　実*，植田　啓一*，相馬　廣明
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24. 脱落膜血管病変に随伴する胎児と胎
盤の所見

第 23回日本胎盤学術集
会（2015.11.5-6）東京

湊口　美紀，四丸　俊輔*，三木　明憲*，梶原　　健*，
相馬　廣明，岡垣　敬吾*，石原　　理*，小黒　辰夫*，
國場　寛子*，藤田　浩司，峯尾松一郎

25. 肺線維症に対する miR-29b補充療法 第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

山田　侑子，高梨　正勝，須藤カツ子，上田しのぶ，
黒田　雅彦

26. 新規 ALS原因遺伝子 C9orf72による
細胞死機構の解明

メトロポリタン脳の老
化・認知症フォーラム
（2015.12.1）東京医科大
学

金蔵　孝介

27. TLS-CHOPを発現する粘液型脂肪肉
腫細胞の増殖に必須な新規分子経路
の探索

第 38回日本分子生物学
会 第 88回日本生化学学
会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1-4）神戸

及川　恒輔*，高梨　正勝，佐藤　冬樹*，黒田　雅彦，
村垣　泰光*

28. 粘液型脂肪肉腫特異的キメラ遺伝子
TLS-CHOPに制御される新規分子メ
カニズムの検討

第 38回日本分子生物学
会 第 88回日本生化学学
会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1-4）神戸

及川　恒輔*，田中　正視，尾崎 　敬*，黒田　雅彦，
村垣　泰光*

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 最優秀ポスター賞 第 12回日本病理学カン

ファレンス（2015.7.24）
六甲山ホテル（神戸）

大野慎一郎

B1. 指先部と静脈血の違いや目に見えな
い現象

薬事時報 大阪 薬事時報
メディカル版（m8）第
11602号 （2015.7.22）大
阪

山崎　家春

2. 臨床検査し市場における POCTの活
用拡大とビジネス動向

㈱シードプランニング 
ポイントオブケア検査市
場の現状と将来展望：
114-122, 2015, 東 京 
（2015.8.10）東京

山崎　家春

3. ユーザーからみた POCT診断キット
への改善ニーズ

㈱技術情報協会 東京
（2015.10.16）東京

山崎　家春

4. 採血と医療安全 Vita 座談会（2015.12.3）
東京」

渡邊　　卓*，大西　宏明*，藤田　　浩*，山崎　家春

微 生 物 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　本学の学生のほとんどが臨床への道を志しているため，医師として臨床に携わる際に誰もが遭遇する感染症に対

して，基礎医学を学ぶ段階では基本的な知識と技能を身につけることを目標としている。
「現 状 説 明」　微生物学としての観点からだけ教育を行っても興味を示す学生は少ないため，感染症学としてまず各種疾患の説

明を行い，そこから発展させて各種微生物の特徴を説明し，さらに実習にて関連した内容を体験できるようにし
ている。

「点検・評価」　授業の後半では PBL形式の授業を取り入れ，国家試験レベルの症例を課題として与えている。また 2015年度か
らは寄生虫学も含む形で微生物学の枠で講義，実習が行われた。

「改 善 方 策」　より臨床と密接に関連した微生物学の教育ができるように内容を改善させる。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 70%程度を達成していると考えられるが，高学年における感染症の臨床面の教育と

うまく連携をとる必要がある。
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【研究】
「到 達 目 標」　本講座では，臨床にフィードバックでき，実際に応用可能な研究成果をあげることを研究面での大きな目標とし

ている。
「現 状 説 明」　各種耐性菌の疫学的な解析や病原因子などについて研究を行っている。感染免疫の立場からは腸管や呼吸器にお

ける感染病態の解明と予防手段の検討を行っている。また EBウイルス感染の病態と癌化の研究も行っている。
さらに遺伝子学的検査法に基づく感染症の起因病原体の診断機器も企業と共同で開発している。

「点検・評価」　現在，学会発表は感染症関連の主要な学会においてシンポジウムや一般演題を含めて発表を行っている。論文に
ついては，さらに英文の原著論文を増やす努力が必要と考えられる。

「改 善 方 策」　今後さらに研究を活発化させるために，学内の他の講座や他施設との共同研究を積極的に押し進めていく必要が
ある。また，大学院生や卒研生は自主的に研究に打ち込めるように，なるべく個々の学生にとって興味のあるテー
マを選択し，教室としてそれをサポートできるよう対応している。

「目標・改善方策の達成度」　大学院博士課程および修士課程を会わせると，最近は 10名以上の在籍が続いている。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　教育においては，感染症の基礎的な力を有する人材を育てて世に送り出すことを目標としている。研究面では感

染症の予防や診療に貢献できるような成果を出し，その結果として社会に貢献できることを目標としている。
「現 状 説 明」　現在，バングラデシュやマレーシアの大学や医療機関との共同研究を開始しており，すでに各国の医療現場にお

ける問題点の解明まで行っている。インドの医療機関における新しい微生物検出システム評価の研究を進めてい
る。

「点検・評価」　バングラデシュの耐性菌問題への対策プロジェクトの実施に向けて，今年は相互に行き来する予定であったが，
バングラデシュで起こったテロの影響を受けて，現在，訪問が難しい状況となっている。

「改 善 方 策」　今後，新しい検査法や予防法を研究し，また疫学的な解析結果などを広く発信することで，感染症分野で貢献で
きるよう進めていきたい。さらに未開発の地域においては，感染症の診療レベルの向上に貢献できるよう協力体
制を築き上げたい。

「目標・改善方策の達成度」　バングラデシュにおける研究はすでに国内，および国際学会で発表し，現在論文発表に向けて準備
を進めている。

I.　著書
1. グラム陰性好気性球菌および球桿菌，
標準微生物学

医学書院，251-254, 2015 松本　哲哉（編：中込　　治*，神谷　　茂*）　 

2. 感染症，臨床医学総論 /臨床検査医学
総論

医 歯 薬 出 版，103-148, 
2015

松本　哲哉
（編：奈良　信雄*，高木　　康*，和田　隆志*）

3. MRSA感染症，今日の診断指針 医 学 書 院，1389-1390, 
2015

松本　哲哉（編：金澤　一郎*，永井　良三*）

4. 抗菌薬，新呼吸器専門医テキスト 南江堂，172-183, 2015 松本　哲哉（編：日本呼吸器学会*）
5. 院内環境に存在する病原菌，透析液清
浄化に向けて（改訂版）

医薬ジャーナル社，150-

159, 2015
松本　哲哉（編：峰島三千男*）

6. 真菌症，感染制御学
その他

文光堂，118-123, 2015
124-127

松本　哲哉（編：矢野　邦夫*，堀井　俊伸*）

II.　学術論文
A1. First case report of fatal sepsis due to 

Campylobacter upsaliensis
J Clin Microbiol　53（2）：
713-715, 2015（IF=3.631）

Nakamura I,  Omori N,  Umeda A,  Ohkusu K,  Matsu-
moto T

2. Tsukamurella inchonensis infection in a 
child with Hodgkin’s lymphoma

Ped ia t r  In t　57（1）：
e7-10, 2015（IF=0.868）

Ochi F*,  Tauchi H*,  Moritani K*,  Miyamoto H*,  Ohkusu K,  
Ishii E*

3. Recurrence of Disseminated Mycobacte-
rium avium Complex Disease in a Patient 
with Anti-Gamma Interferon Autoanti-
bodies by Reinfection

J Clin Microbiol　53（4）：
1 4 3 6-1 4 3 8 ,  2 0 1 5
（IF=3.631）

Nishimura T*,  Fujita-Suzuki Y*,  Yonemaru M*,  Ohkusu K,  
Sakagami T*,  Carpenter SM*,  Otsuka Y*,  Namkoong H*,  
Yano I*,  Hasegawa N*
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4. Evolution and Single-Nucleotide Poly-
morphisms in Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus Strains with 
Reduced Susceptibility to Vancomycin 
and Daptomycin, Based on Determination 
of the Complete Genome

Antimicrob Agents Che-
mother  59（6）：3585-

3587, 2015（IF=4.415）

Yamaguchi T,  Suzuki S*,  Okamura S*,  Miura Y,  Tsuki-
mori A,  Nakamura I,  Ito N*,  Masuya AV*,  Shiina T*,  
Ma tsumoto T

5. Sepsis Due to a Novel Urease-Positive 
Helicobacter Species in a Young Man

J Clin Microbiol　53（7）：
2 3 7 8-2 3 8 0 ,  2 0 1 5
（IF=3.631）

Mori N*,  Kagawa N*,  Higuchi A*,  Aoki Y*,  Ohkusu K

6. Nationwide surveillance of bacterial respi-
ratory pathogens conducted by the sur-
veillance committee of Japanese Society 
of Chemotherapy, the Japanese Associa-
tion for Infectious Diseases, and the Japa-
nese Society for Clinical Microbiology in 
2010：General view of the pathogens’ 
antibacterial susceptibility

J Infect Chemother　21
（ 6）：4 1 0-4 2 0 ,  2 0 1 5
（IF=1.425）

Yanagihara K*,  Kadota J*,  Aoki N*,  Matsumoto T，et al

7. Inhibitory eff ects of antimicrobial agents 
against Fusarium species

Med Mycol 53 （6）：603-

611, 2015（IF=2.644）
Kawakami H*,  Inuzuka H*,  Hori N*,  Takahashi N*,  Ishida 
K*,  Mochizuki K*,  Ohkusu K,  Muraosa Y*,  Watanabe A*,  
Kamei K*

8. A Case of Liver Abscess with Desulfovi-
brio desulfuricans Bacteremia

Case Rep Infect Dis Article 
ID：354168, 2015

Koyano S*,  Tatsuno K*,  Okazaki M*,  Ohkusu K,  Sasaki T*,  
Saito R*,  Okugawa S*,  Moriya K*

9. An eleven-year retrospective study of 
endogenous bacterial endophthalmitis

J Ophthalmol Article ID：
261310, 2015（IF=1.463）

Nishida T*,  Ishida K*,  Niwa Y*,  Kawakami H*,  Mochizuki 
K*,  Ohkusu K

10. Molecular Characterization of Commu-
nity-Associated Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus Isolated from Skin 
and Pus Samples of Outpatients in Japan

Microbial Drug Resist 21 
（ 4）：4 4 1-4 4 7 ,  2 0 1 5
（IF=2.529）

Yamaguchi T,  Okamura S*,  Miura Y,  Koyama S*,  Yanagi-
sawa H*,  Matsumoto T

11. Combination Therapy Against Polymicro-
bial Infection Including NDM-1-Produc-
ing Enterobacteriaceae Resistant to Colis-
tin

Antimicrob Agents Che-
mother  59（8）：5092-

5093, 2015（IF=4.415）

Nakamura I,  Sakamoto N,  Ida Y,  Imai R,  Aoki K,  Ando 
R,  Yamaguchi T,  Matsumura H,  Matsumoto T

12. Severe infective endocarditis in a healthy 
adult due to Streptococcus agalactiae

Int J Infect Dis 38：43-45, 
2015（IF=2.229）

Fujita H,  Nakamura I,  Tsukimori A,  Sato A,  Ohkusu K,  
Matsumoto T

13. The additional costs of catheter-related 
bloodstream infections in intensive care 
units

Am J Infect Control 43
（10）：1046-1049, 2015
（IF=1.995）

Nakamura I,  Fukushima S,  Hayakawa T,  Sekiya K,  
Matsumoto T

14. Investigation of the Role of Bacteria in 
the Development of Acanthamoeba Kera-
titis

Cornea 34（10）：1308-

1315, 2015（IF=1.833）
Nakagawa H,  Hattori T,  Koike N,  Ehara T,  Fujita K,  
Takahashi H,  Kumakura S,  Kuroda M,  Matsumoto T,  
Goto H

15. Two Diff erent Concentrations of Topical 
Levofl oxacin for the Treatment of Multi-
drug-Resistant Pseudomonas aeruginosa 
Keratitis

J Ocul Pharmacol Ther　
31（10）：636-41, 2015
（IF=1.754）

Tajima K,  Miyake T,  Koike N,  Hattori T,  Takahashi H,  
Matsumoto T,  Fujita K,  Kuroda M,  Ito N,  Goto H

16. 末梢静脈カテーテルによる血流感染
症の現状

日本環境感染学会誌 30
（1）：1-6, 2015

佐藤　昭裕，中村　　造，福島　慎二，水野　泰孝，
松本　哲哉

17. クリスタル紫の抗菌効果と臨床応用
に向けた検討

東医大誌 73（1）：19-26, 
2015

叶　　一乃，島村　明花*，松本　哲哉

18. 日本における結核菌薬剤感受性試験
外部精度評価の評価基準に関する解
析

結 核 90（4）：481-490, 
2015

御手洗　聡*，樋口　武史*，網島　　優*，青野　昭男*，
大楠　清文，岩本　朋忠*，小橋　吉博*，柳原　克紀*
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19. 緑膿菌のバイオフィルム産生に及ぼ
す微酸性電解水の影響

BACTERIAL ADHER-
ENCE & BIOFILM  28：
57-59, 2015

高橋　　涼*，山岸　優也*，江原　友子，大楠　清文，
松本　哲哉

20. ミノサイクリン・レボフロキサシン注
射薬併用が著効した日本紅斑熱の 2例

日本感染症学雑誌 89
（5）：597-600, 2015

佐藤　昭裕，中村　　造，池田　秀樹，水野　泰孝，
藤井　　毅，松本　哲哉，神田　哲郎

21. クロモアガーオリエンタシオン /ESBL
分画培地を用いたグラム陰性桿菌の
簡易同定法と ESBL産生菌の効率的な
検出法の評価　質量分析法との同定
精度の比較と費用対効果を含めた検
討

日本臨床微生物学雑誌
25（4）：304-313, 2015

中山　麻美*，大瀧　博文*，大楠　清文，米玉利　準*，
白井　菜月*，丹羽麻由美*，太田　浩敏*，古田　伸行*，
渡邉　珠代*，伊藤　弘康*，村上　啓雄*，清島　　満*

C1. 掻爬骨髄の抗酸菌遺伝子検査ですみ
やかに確定診断し得た BCG骨髄炎の
1例

小 児 科 56（10）：1701-

1706, 2015
山本　恭子*，中河いよう*，武山　知子*，杉本有紀子*，
住田　朋子*，松尾　康史*，中島　　充*，岩井　貴男*，
辻　　成佳*，大楠　清文

III.　学術刊行物
A1. 抗菌薬選択における迅速検査法の活
かし方

ヴァンメディカル，感染
と抗菌薬 18（1）：12-18, 
2015

大楠　清文
（編：渡辺　　彰*，斧　　康雄*，永井　英明*）

2. 血液培養検査

髄液の微生物学的検査

医学書院，Medicina（増
刊 号 ）52（4）：512-513, 
2015
514-517

松本　哲哉
大楠　清文（編：矢冨　　裕*）

3. 特殊な検体から直接の感染症診断 医薬ジャーナル社，化学
療法の領域（増刊号）
31：1142-1152, 2015

大楠　清文（監：柳原　克紀*）

4. 感染症診断における遺伝子検査の進
歩と実践

診断と治療社，小児科診
療 78：（5）514-517, 2015

大楠　清文

5. インフルエンザ菌 メディカルレビュー社， 
感 染 症 道 場 4：（2）
25-30, 2015

松本　哲哉

6. 中枢神経系感染症の遺伝子診断 医学書院， BRAIN and 
NERVE：神経研究の進
歩 67（7）：799-811, 2015

大楠　清文

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Molecular diagnosis of extrapulmonary 

mycobacterial infections
25th European society of 
clinical microbiology and 
i n f e c t i o u s  d i s e a s e s
（2015.4.25）Denmark

Ohkusu K,  Ezaki T*,  Matsumoto T

2. Slow and Sustained Exposure Method of 
Colistin Sulfate to Endotoxin Improved 
Survival in Sepsis Models without Caus-
ing Nephrotoxicity

55th Interscience Confer-
ence of Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy
（2015.9.18）San Diego

Anwarul H,  Ishii Y*,  Akasaka Y*,  Matsumoto T,  Tateda 
K*

3. Multidrug-resistant Organism Infection 
Acquired Overseas：A Prospective Study 
in Japanese Travelers

55th Interscience Confer-
ence of Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy
（2015.9.18）San Diego

Mizuno Y,  Yamaguchi T,  Matsumoto T
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4. Resistant Bacteria in Environment in 
Dhaka, Bangladesh

55th Interscience Confer-
ence of Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy
（2015.9.19）San Diego

Anwarul H,  Ehara T,  Ohkusu K,  Matsumoto T

5. Mechanisms of Antimicrobial Resistance, 
Tolerance and Dependence among Gram-

Positive Cocci

55th Interscience Confer-
ence of Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy
（2015.9.19）San Diego

Yamaguchi T,  Ando R,  Matsuo M*,  Hiramatsu K*,  Matsu-
moto T,  Tateda K*

6. New Drugs against Gram-Negatives：In 
Vitro Activity and Insights

55th Interscience Confer-
ence of Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy
（2015.9.19）San Diego

Nakamura I,  Ando R,  Miyazaki H,  Yamaguchi T,  
Ma tsumoto T

7. Bloodstream Infections and Central Line-
Associated Bloodstream Infections

55th Interscience Confer-
ence of Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy
（2015.9.19）San Diego

Sato A,  Nakamura I,  Fujii T,  Matsumoto T

国内学会
A1. 薬剤耐性菌感染症の現状と対策 第 89回日本感染症学会

学術講演会（2015.4.17）
京都

松本　哲哉

2. 感染症の新しい検査法と臨床現場へ
の応用

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.17）
京都

大楠　清文

3. 高齢者肺炎の予防－より有効性を高
めるワクチンの活用法－

第 63回日本化学療法学
会学術講演会（2015.6.6）
東京

松本　哲哉

B1. アニマルケアスタッフの B. canis 無症
候性保菌

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.16）
京都

佐藤　昭裕，藤田　裕晃，月森　彩加，小林　勇仁，
中村　　造，福島　慎二，水野　泰孝，大楠　清文，
藤井　　毅，今岡　浩一*，松本　哲哉

2. コ リ ス チ ン 低 感 受 性 New Delhi 
Metalloβlactamase産生菌に対する抗菌
薬併用療法

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.16）
京都

中村　　造，山口　哲央，藤田　裕晃，月森　彩加，
小林　勇仁，佐藤　昭裕，福島　慎二，松本　哲哉

3. プロバイオティクスの経口抗菌薬に
対する薬剤感受性

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.16）
京都

畑中　志郎，中村　　造，宮崎　治子，山口　哲央，
松本　哲哉

4. 抗菌薬投与による薬剤熱の原因と考
察

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.17）
京都

藤田　裕晃，中村　　造，月森　彩加，小林　勇仁，
佐藤　昭裕，福島　慎二，水野　泰孝，松本　哲哉，
大楠　清文

5. カンジダ血症における β-Dグルカン
陰性時の解釈

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.17）
京都

月森　彩加，中村　　造，藤田　裕晃，小林　勇仁，
佐藤　昭裕，福島　慎二，水野　泰孝，松本　哲哉

6. 血液培養陽性の結果が判明する前に
死亡した感染症症例の臨床的検討

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.17）
京都

小林　勇仁，中村　　造，藤田　裕晃，小林　勇仁，
佐藤　昭裕，福島　慎二，水野　泰孝，松本　哲哉

7. 黄色ブドウ球菌のカルバペネム薬曝
露によるバンコマイシン感受性低下

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.17）
京都

宮崎　治子，江原　友子，大楠　清文，松本　哲哉

8. 日本人渡航者の海外における多剤耐
性菌感染状況

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.17）
京都

水野　泰孝，山口　哲央，松本　哲哉
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9. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のイ
ミペネム曝露によるバンコマイシン
感受性低下

MRSAフォーラム 2015
（2015.7.11）東京

宮崎　治子，緑川　直子，安藤　里奈，高橋　　涼，
Anwarul Haque，江原　友子，小林　　了，
大楠　清文，松本　哲哉

10. 人工血管感染の臨床的特長 第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.22）札幌

藤田　裕晃，中村　　造，渡邊　祐介，下稲葉みどり，
小林　勇仁，福島　慎二，水野　泰孝，大楠　清文，
松本　哲哉

11. リネゾリド再投与症例における血小
板減少の発現に関する臨床的検討

第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.22）札幌

小林　勇仁，中村　　造，渡邊　祐介，藤田　裕晃，
下稲葉みどり，福島　慎二，水野　泰孝，大楠　清文，
松本　哲哉

12. MDRPを含む緑膿菌，アシネトバク
ターにおけるコリスチン耐性の現状

第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.22）札幌

佐藤　昭裕，山口　哲央，中村　　造，那須　　豊，
丸茂　一義，大楠　清文，藤井　　毅，松本　哲哉

13. 緑膿菌バイオフィルム産生における
リゾチーム塩酸塩の効果

第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.22）札幌

高橋　　涼*，江原　友子，大楠　清文，松本　哲哉

14. 免疫不全患者に発症した Acrophia-
lophora属による眼球結膜潰瘍，ぶど
う膜炎の一例

第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.22）札幌

渡邊　祐介，小林　勇仁，中村　　造，藤田　裕晃，
下稲葉みどり，福島　慎二，水野　泰孝，亀井　克彦*，
宮崎　義継*，松本　哲哉

15. Nocardia elegansによる播種性ノカル
ジア症の一例

第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.22）札幌

長倉　知輝，中村　　造，藤田　裕晃，渡邊　祐介，
下稲葉みどり，小林　勇仁，福島　慎二，水野　泰孝，
松本　哲哉

16. 脳室壁腫瘤の生検により頭蓋内結核
と診断された一例

第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.22）札幌

村松　孝洋，中村　　造，藤田　裕晃，月森　彩加，
小林　勇仁，福島　慎二，水野　泰孝，松本　哲哉

17. 低カリウムミオパチーを伴った市中
獲得型 Clostridium diffi  cile感染症

第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.23）札幌

月森　彩加，中村　　造，青木弘太郎*，山口　哲央，
藤田　裕晃，小林　勇仁，佐藤　昭裕，福島　慎二，
水野　泰孝，松本　哲哉

18. TPA 刺激による EBV 感染細胞の 
BZLF1 mRNA および ZEBRA 蛋白発現
の検討

第 63回日本ウイルス学
会学術集会（2015.11.23）
福岡

小林　　了，江原　友子，松本　哲哉

V.　学術関連活動ほか
B1. インフルエンザについて 日 本 テ レ ビ PON ！

（2015.1.22）東京
松本　哲哉

2. 今がピーク！感染性胃腸炎を防げ！ テ レ ビ 東 京 L4 you
（2015.2.4）東京

中村　明子

3. 紙幣には菌がいっぱい！中国では性
病の菌も…

フジテレビ とくダネ！
（2015.8.13）東京

松本　哲哉

4. 感染性胃腸炎（ノロウイルス） 週 刊 朝 日（2015.11.24）
東京

松本　哲哉

5. ノロウイルスをはじめとする感染性
胃腸炎（前後編）

N u r s i n g-p l a z a . c o m
（2015.12.1）東京

松本　哲哉

6. 耐性菌の問題を他人事にできない理
由

第 2回日本化学療法学会 
市 民 公 開 講 座
（2015.12.19）東京

松本　哲哉
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細 胞 生 理 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　臨床教育を受ける上で基礎となる人体の正常機能・調節機構を 2年生末には概説できるようする。大学院では，

学位取得後直ちに独立した研究者として活動できる人材を養成する。
「現 状 説 明」　細胞生理学分野では，年間の最初に複数の参考書を提示し，少なくとも一冊は購入するように勧めている。各講

義担当者が作成した解り易い独自資料に基づいて授業を行っている。実習では，生体の調節機能を実感する項目
を掲げている。

　　　　　　　大学院教育では，研究課題の設定方法・研究課題に対する適切な解析方法等を助言するに留め，自主的に考え，
解決し，論文を自ら執筆できるような教育を行っている。

「点検・評価」　各授業に対する学生の満足度は比較的高く，現状の教育は効率的であると思われる。一部の学生で基礎医学の重
要性を理解せず，単位取得をのみを目的とする者が見受けられるので，これらの学生に対する指導が問題点であ
る。大学院では，院生数も少なく十分きめ細やかな個別教育が成り立っている。

「改 善 方 策」　学部学生の理解を深める為に，討論型の授業を取り入れることも考えている。単位取得・出欠確認を更に厳しく
することも検討している。

「目標・改善方策の達成度」　目標への達成度は 90%程度達成されている。出欠確認についてはクリッカーシステムを利用して，
1コマ中に何回か出席を取っている。

【研究】
「到 達 目 標」　独創的かつ広範な影響力を持つ研究で，インパクト・ファクターの高い国際学術雑誌に論文を掲載する。
「現 状 説 明」　当講座の各研究者は，独創的な研究結果に基づき，インパクト・ファクターの充分に高い国際学術雑誌にコンス

タントに論文を発表している。国際共同研究なども適宜行っている。各研究者とも純粋な生理学的研究を行って
おり，臨床研究との関連性は今のところ少ない。

「点検・評価」　国際学術雑誌にコンスタントに論文を発表していることから，研究体制は現状でも十分効率的に機能していると
考えている。

「改 善 方 策」　今後は研究にトランスレーショナルな観点を入れる為に，関連領域講座との共同研究なども視野に入れながら研
究を行うことが必要かもしれない。

「目標・改善方策の達成度」　目標への達成度は 70%程度達成されている。共同研究に向けて，現在調整を進めているものもある。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　教育機関として，病状・治療方針を生理学的見地から丁寧に解り易く説明できる医師を養成する。研究機関とし

ては，講演等を通じて純粋な基礎的医学研究の重要性・必要性・応用可能性を社会的に理解してもらう。
「現 状 説 明」　各講座員，社会に望まれる医師を養成するために実習を含め生理学教育を行っている。研究成果は国際学術誌に

発表し，その一部は一般社会に対しても講演等で公表されている。
「点検・評価」　両教授の個人的活動に拠る処も大きいが，当講座としての社会貢献は比較的充分ではないかと考えている。
「改 善 方 策」　教育体制の充実が最も大きな社会貢献と考えているが，公開講座等への積極的な参加などにより広報の充実など

も考えていきたい。
「目標・改善方策の達成度」　教育機関としての社会貢献は 80%程度達成されている。

I.　著書
1. Presynaptic terminals, Overview：Presyn-

aptic terminal proteins orchestrate step-
wise synaptic vesicle phases

Springer, 3-44, 2015 Mochida S（Ed：Mochida S）

2. Presynaptic terminals, Regulation of 
active zone Ca2+ channels

Springer, 195-220, 2015 Leal K*,  Mochida S（Ed：Mochida S）

3. Presynaptic terminals, Dynamin is a key 
molecule to decode action potential fi ring

Springer, 257-271, 2015 Tanifuji S ,  Mochida S（Ed：Mochida S）

4. Presynaptic terminals Springer, 2015 Mochida S（Ed：Mochida S）



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌42S

II.　学術論文
A1. Neural activity selects myosin IIB and VI 

with a specifi c time window in distinct 
dynamin isoform-mediated synaptic vesi-
cle reuse pathways

J Neurosci, 35（23）：
8 9 0 1-8 9 1 3 ,  2 0 1 5
（IF=7.45）

Hayashida M,  Tanifuji S,  Ma H*,  Murakami N*,  Mochida 
S

2. Synaptic vesicle glycoprotein 2A modu-
lates vesicular release and calcium chan-
nel function at peripheral sympathetic 
synapses

Eur J Neurosci, 41（4）：
398-409, 2015（IF=3.21）

Vogl C*,  Tanifuji S,  Danis B*,  Daniels V*,  Foerch P*,  Wolff  
C*,  Whalley BJ*,  Mochida S,  Stephens GJ*

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Regulation of tau phosphorylation in a 

physiological condition by the multiple 
members of tau phosphorylation protein 
complex

Seminar for visiting scien-
tist for Lady Davis Institute 
fo r  Med ica lResea rch
（2015.12.21）Montreal, 
Canada

Hashiguchi M,  Hashiguchi T*

B1. Eff ects of protein-protein interactions on 
tau phosphorylation at proline-rich 
domain

The American Society for 
Cell Biology, Annual Meet-
ing（2015.12.16）San 
Diego, USA,  Mol Biol 
Cell 26, 1037（Abst 1480）

Hashiguchi M,  Hashiguchi T*

国内学会
A1. Physiological approaches to study presyn-

aptic motor proteins in vesicle reuse path-
way

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S25, 2015

Mochida S

2. Angiotensin II receptor blocker（ARB）
-sensitive and insensitive remodeling in 
hearts of inherited DCM mice

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S100, 2015

Kurebayashi N*,  Odagiri F*,  Inoue H,  Sugihara M*,  Suzuki 
T*,  Murayama T*,  Shioya T*,  Konishi M

3. シナプス小胞蛋白 SV2Aによる神経伝
達物質放出の調節

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）　東
京，東医大誌 73（4）：
418-419, 2015

谷藤　章太，持田　澄子，Vogl C*,  Stephens GJ*

4. 医師・学生・研究者支援センター講演　
文部科学省「女性研究者活動支援事
業」について

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

持田　澄子

5. 東京医科大学医学会奨励賞受賞講演　
シナプス前終末でのミオシン IIB と
VIの小胞輸送

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

林田　迪剛，谷藤　章太，持田　澄子

6. アルツハイマー病脳におけるタウ蛋
白質リン酸化複合体の微小管重合制
御機構について

（独）国立国際医療研究
センター研究所　消化器
疾患研究部セミナー
（2015.6.25）東京

橋口美津子

7. Neural activity sets endocytic and motor 
proteins for synaptic vesicle resupply

第 38回 日本神経科学大
会 Neuro2015, シンポジ
ウム「プレシナプス機能
解 明 へ の 最 前 線 」
（2015.7.28-31）神戸

Mochida S
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B1. Oxidative stress-induced inhibition of 
TRPM7 is resulted from enhancement of 
its sensitivity to intracellular Mg2+

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S112, 2015

Inoue H,  Murayama T*,  Konishi M

2. Kinetic organization of Ca2+ signals that 
regulate synaptic release effi  cacy

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S124, 2015

Mori M,  Tanifuji S,  Mochida S

3. Eff ect of long-term STN-HFS on the 
IPSC of Substantia Nigra pars Reticulata
（SNr）Neurons in the slices from reser-

pinized rat

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S125, 2015

Miyazaki T

4. Acitoon potential fi ring activates myosion 
II and VI in distinct dynamin isoforms-
mediated synaptic vesicle recycling path-
ways

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S127, 2015

Tanifuji S,  Hayashida M,  Mochida S

5. An activator of TRPM7, naltriben, accel-
erates Mg2+ infl ux in rat ventricular myo-
cytes

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S143, 2015

Tashiro M,  Inoue H,  Tai S,  Konishi M

6. Kinase activity of TRPM7 regulates lipid 
metabolism

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S195, 2015

Katagiri C*,  Kaitsuka T*,  Inoue H,  Shimizu C*,  Kozuka C*,  
Konishi M,  Tomizawa K*,  Takayama C*,  Masuzaki H*,  
Kozak A*,  Matsushita M*

7. Regulation of tau phosphorylation at the 
Alzheimer-specifi c AT100 sites by tau 
phosphorylation protein complex

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S282, 2015

Hashiguchi M

8. Characterization of model mice for 
nuclear envelopathies

第 92回日本生理学会大
会（2015.3.21-23）神戸，
J Physiol Sci 65 Suppl1：
S283, 2015

Hayashi Y,  Suzuki S,  Kawahara G,  Inoue H

9. 急性パーキンソン病モデルラットス
ライスにおける視床下核高頻度電気
刺激の効果

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東京，
東 医 大 誌 73（4）：420, 
2015

宮崎　武文

10. TRPM7を活性化するナルトリベンは
Mg2+流入を促進する

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東京，
東 医 大 誌 73（4）：431-

432, 2015

田代　倫子，井上　　華，田井　　忍，小西　真人

11. TRPM7は生理的Mgチャネルなのか ? 第 246回生理学東京談話
会（2015.9.26）東京

田代　倫子，井上　　華，田井　　忍，小西　真人

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 東京医科大学医学会奨励賞 東京医科大学医学会

（2015.11.7）東京医科大
学

谷藤　章太

B1. 外部資金獲得を目指して 第 1回 27年度　女性医
師・研究者・研究力 UP
研修（2015.4.10）東京医
科大学

持田　澄子
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2.「神経化学入門」イオンチャネルとプ
レシナプス

東京大学大学院講義
（2015.4.28）東京大学

持田　澄子

3. 臨床と研究と家庭と共に生きる 医師を目指す中高生と保
護者のための講演会
（2015.8.6）東京医科大学

田代　倫子

4. 研究者として留学して学んだこと 第 1回海外実習・留学支
援セミナー（2015.8.27）
東京慈恵会医科大学

田代　倫子

5. 女性研究者向け科研費セミナー 平成 27年度　第 5回女
性医師・研究者・研究力
Up 研修（2015.10.5）東
京医科大学

持田　澄子

病 態 生 理 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　当分野では生理学を軸に基礎医学と臨床医学，両者のバランスのとれた応用力のある医師の育成をめざすしてい

る。
「現 状 説 明」　医学科 1，2年生の生理学（2）で「細胞骨格」，「筋」，「中枢神経系」，「感覚器」，「内分泌」，「消化器系」の講義，

3，4年生の臨床講義（消化器系，神経系）の講義，大学院で分子生理学の講義，看護学科び人体の構造と機能
で「内分泌」「筋・骨格」ならびに「遺伝学」の講義を行っている。医学科 2年時の生理学実習を細胞生理学分
野とともに行っている。

「点検・評価」　 現在のカリキュラムでは，講義時間は十分とはいえず，必要最低限の学習項目について講義をおこなうにとどまっ
ている。臨床系の講師による講義を 3時間分確保したが，以前行っていた外部講師の講義やグループ学習は行う
事が出来なかった。

「改 善 方 策」　新カリキュラムへの移行による講義数減少の影響を極力抑えることに留意している。今後は基本事項に関する自
主学習の時間を増やし，TBLなどの時間を持てるようにしていきたい。

「目標・改善方策の達成度」　多くの学生が自主的に授業に参加・学習するよう，取り組んでいるが，今後もより充実した講義内
容を検討・改善していく必要があると考える。

【研究】
「到 達 目 標」　当分野では，その多くが難病である神経・筋疾患を中心に，病態生理を理解し，病因・病態に基づいた治療法の

開発を目指して研究を進めている。臨床に根ざした基礎研究の充実を図ることで，基礎と臨床の連携を深め，多
角的視点から難病研究に取り組んでいく。

「現 状 説 明」　研究室の整備が順調に進み，落ち着いて研究を進められる環境が整ってきている。
「点検・評価」　実験動物も安定して用いることが出来るようになり，徐々に研究成果が出始めている。また，様々な研究テーマ

へと発展しており，共同研究も始まっている。
「改 善 方 策」　今後は得られた研究成果を外部により多く発信していくことが必要である。
「目標・改善方策の達成度」　前年度と比べると飛躍的に研究環境が改善し，順調に成果が出ていると考える。一方，論文発表に

至らなかった点がマイナスである。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　学会活動や講演依頼などには積極的に参加・協力する。
「現 状 説 明」　学会活動や講演依頼などには積極的に参加・協力している。
「点検・評価」　現状においては，教育・研究とともに積極的に取り組んでいると考えている。
「改 善 方 策」　今後も従来通り積極的に取り組んでいく予定である。
「目標・改善方策の達成度」　目標はほぼ達成していると考える。

II.　学術論文
A1. Necklace cytoplasmic bodies in hereditary 

myopathy with early respiratory failure
J Neurol Neurosurg Psy-
chiatry 86（5）：483-489, 
2015（IF=6.431）

Uruha A,  Hayashi YK,  Oya Y,  Mori-Yoshimura M,  
Kanai M,  Murata M,  Kawamura M,  Ogata K,  Matsu-
mura T,  Suzuki S,  Takahashi Y,  Kondo T,  Kawara-
bayashi T,  Ishii Y,  Kokubun N,  Yokoi S,  Yasuda R,  Kira 
JI,  Mitsuhashi S,  Noguchi S,  Nonaka I,  Nishino I
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2. Infl ammatory myopathy with anti-signal 
recognition particle antibodies：case 
series of 100 patients

Orph J Rare Diseases 10：
61, 2015（IF=3.704）

Suzuki S,  Nishikawa A,  Kuwana M,  Nishimura H,  
Watanabe Y,  Nakahara J,  Hayashi YK,  Suzuki N,  
Nishino I

3. DAG1 mutations associated with asymp-
tomatic hyper CKemia and hypoglycosyl-
ation of α-dystroglycan

Neurology Jan 20；84（3）：
273-279, 2015（IF=8.166）

Dong M,  Noguchi S,  Endo Y,  Hayashi YK,  Yoshida S,  
Nonaka I,  Nishino I

4. Dominant mutations in ORAI1 cause 
tubular aggregate myopathy with hypocal-
cemia via constitutive activation of store-
operated Ca2+ channels

Hum Mol Genet 24（3）：
637-648, 2015（IF=5.985）

Endo Y,  Noguchi S,  Hara Y,  Hayashi YK,  Motomura K,  
Miyatake S,  Murakami N,  Tanaka S,  Yamashita S,  Kizu 
R,  Bamba M,  Goto YI,  Matsumoto N,  Nonaka I,  
Nishino I

5. Fibroblasts Are Defective in Plasma 
Membrane Repair

PLoS Currents Muscular 
Dystrophy Oct 29；7, 
2015

Matsuda C,  Kiyosue K,  Nishino I,  Goto Y,  Hayashi YK

C1. Kyphoscoliosis and easy fatigability in a 
14-year-old boy

Neuropathology 35（1）：
91-93, 2015（IF=1.556）

Tanboon J,  Hayashi YK,  Nishino I,  Sangruchi T

2. The fi rst pure form of Ostertag type amy-
loidosis in Japan：a sporadic case of 
hereditary fi brinogen A-chain amyloidosis 
associated with a novel frame-shift vari-
ant

Amyloid 22（2）：142-144, 
2015（IF=2.351）

Yazaki M,  Yoshinaga T,  Sekijima Y,  Nishio S,  Kanizawa 
Y,  Kametani F,  Miyashita K,  Hachiya N,  Higuchi K,  
Ikeda S

III.　学術刊行物
A1. X連鎖性 Emery-Dreifuss型筋ジストロ
フィー（X-EDMD）

別冊　日本臨床　新領域
別症候群 32　骨格筋症
候 群（ 第 2 版 ）36-39, 
2015

林　由起子

2. 常染色体性 Emery-Dreifuss型筋ジスト
ロフィー（AD/AR-EDMD）

別冊　日本臨床　新領域
別症候群 32　骨格筋症
候 群（ 第 2 版 ）40-43, 
2015

林　由起子

3. メロシン欠損症 別冊　日本臨床　新領域
別症候群 32　骨格筋症
候群（第 2版）146-149, 
2015

林　由起子

4. 筋原線維性ミオパチー 別冊　日本臨床　新領域
別症候群 32　骨格筋症
候群（第 2版）467-471, 
2015

林　由起子

5. 医学研究におけるゼブラフィッシュ
の活用法

東京医科大雑誌 73（2）：
111-113, 2015

川原　玄理

6. 筋ジストロフィーの合併症と最新の
治療法

THE BONE 29（3）：（303）
93-（307）97, 2015

和田　英治

7. FHL1ミオパチーの臨床調査 厚生労働科学研究費補助
金（難治性疾患政策研究
事業）希少難治性筋疾患
に関する調査研究　平静
27年度　総括・分担研
究報告書，14-18

林　由起子
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Myopathy with prominent contractures 14th Asian and Oceanian 

Myology Center Annual 
Scientifi c Meeting, Shan-
gri-La Hotel, Bangkok, 
Thailand March 1-4（2）, 
2015

Hayashi YK

国内学会
B1. Characterization of model mice for 

nuclear envelopathies
第 120回解剖学会総会全
国学術集会・第 92回日
本 生 理 学 会 大 会
（2015.321-23）神戸国際
会議場・展示場

Hayashi YK,  Suzuki S,  Kawahara G,  Inoue H

2. Diff erent muscle involvement in mouse 
models of nuclear envelopathy

第 56回日本神経学会総
会（2015.5.20-23）朱鷺
メッセ，新潟

Hayashi YK,  Suzuki S,  Kawahara G,  Noguchi S,  
Nishino I

3. Characterization of model mice for 
nuclear envelopathies

第 175 回 医 学 会 総 会
（2015.6.6）東京医科大学
病院

林　由起子，鈴木　茂文，川原　玄理．

4. 受動的に表情を変化させると感情／
気分が変化する

第 175 回 医 学 会 総 会
（2015.6.6）東京医科大学
病院

佐々木光美，林　由起子，櫻井　　透，橋本　浩次

5. 新たな筋疾患ゼブラフィッシュモデ
ルの確立

第 175 回 医 学 会 総 会
（2015.6.6）東京医科大学
病院

川原　玄理，林　由起子

6. 核膜病モデルマウスの解析 第 1回日本筋学会学術集
会（2015.8.8）東京

林　由起子，鈴木　茂文，和田　英治，川原　玄理

7. 筋疾患ゼブラフィッシュモデルの新
規開発

第 1回日本筋学会学術集
会（2015.8.8）東京

川原　玄理，林　由起子

8. 腎機能低下が mdxマウスの骨ミネラ
ル代謝異常を惹起する

第 1回日本筋学会学術集
会（2015.8.8）東京

和田　英治，濱野　高行，松井　　功，吉田　瑞子，
林　由起子，松田　良一

9. 腎機能の低下が mdxマウスの骨ミネ
ラル代謝異常を惹起する

第 246回生理学東京談話
会（2015.9.26）東京

和田　英治，濱野　高行，林　由起子，松田　良一

10. FHL1ミオパチーの臨床病理学的解析 日本人類遺伝学会第 60
回大会（2015.10.14-17）
東京

林　由起子，西野　一三

11. 腎機能低下が筋ジストロフィーマウ
スの骨ミネラル代謝異常を惹起する

第 176 回 医 学 会 総 会
（2015.11.7）東京医科大
学病院

和田　英治，濱野　高行，松井　　功，吉田　瑞子，
林　由起子，松田　良一

12. 神経筋疾患研究におけるゼブラ
フィッシュの活用

精神・神経疾患研究開発
費　筋ジストロフィー関
連疾患の基盤的診断・治
療開発研究　班会議
（2015.12.6-7）東京

川原　玄理，林　由起子
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生 化 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　生命現象を分子レベルで解明する「生化学」の学習を通じて，病態生理を理解するための基礎医学的知識の習得

と，今後学生達が学習する臨床科目を「単純暗記」と捉えることのないような科学的・理論的思考法の定着を目
標としている。また，医療人としての健全なる人格形成とリサーチマインドの涵養にも努める。

「現 状 説 明」　第 2学年前期 38コマの生化学講義と 16コマ相当の生化学実習，第 1学年後期の「分子生物学概論」8コマの計
62コマに加えて，第 3学年の「自主研究」56コマ +α，第 6学年の卒前集中講義，第 3，4学年学生を中心とす
る成績不振者のチューターを担当している。また，一昨年より 2年の生化学実習では PCR法による「アセトア
ルデヒド脱水素酵素（ALDH2）の SNP解析」を新たなプログラムとして導入し，学生から高い評価を得ている。

「点検・評価」　26年 1月に実施された「授業内容改善アンケート」調査結果および実習後のアンケートにおいて，本学学生達
より当分野は概ね高い評価を得ている。特に生化学実習内容に関する学生評価は高かった。

「改 善 方 策」　FDを通じて個々のスタッフのさらなるスキルアップを図りたい。また，生化学実習では臨床課題に沿った新た
なプログラム導入をさらに検討中である。

【研究】
「到 達 目 標」　基礎医学教室として独創性が高く臨床応用性に富む研究活動を展開し，かつ，臨床部門との連携を密にすること

で医学における新たなエビデンスの確立に寄与することを目標とする。また，本学における研究活動の将来像を
見据えて，医学生の研究活動への積極的参加を進める。

「現 状 説 明」　CMLの分子標的薬であるメシル酸イマチニブが，BCR-ABL非発現細胞においてオートファジー誘導効果と細
胞保護効果を有することを発見した。現在，オートファジー誘導に関与するイマチニブの標的分子を探索中であ
る。また，マクロライド系抗生剤が細胞内のオートファジーの流れ（fl ux）を止め，プロテアソーム阻害剤と併
用することで，小胞体ストレスを介した細胞死が骨髄腫細胞や乳癌細胞において強力に誘導することを発見した。
国内外より注目され，我々の発表論文の年間引用回数も 50回以上と急激に伸びている。臨床応用に向けた基礎
研究をさらに進めている。

「点検・評価」　投稿中ならびに in pressの論文数を加えれば，教室員一人当たりの原著論文数は 1.8編／年に相当し，概ね妥当
な研究実績と考える。今後は「数」もさることながら「質」を追求するよう “脱皮”を図りたい。

「改 善 方 策」　公的研究費獲得状況の改善を目指す。研究内容のさらなるレベルアップを図り，研究環境整備と並行して臨床系
スタッフならびに大学院生の受け入れ体制を充実させていきたい。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　将来の医療の担い手である医学部学生は，「社会的資産」であるとの視点に常に立ち，学生一人一人を大切に育み，

個々の学生の長所を最大限に伸ばし，「良質な医療人」の育成を最優先する。この価値観を教室員全員が共有し，
医育機関の一部門として今後も教育・研究活動を推進する。

「現 状 説 明」　学生の個別指導も積極的に実践している。また，研究活動においては個人の研究実績を伸ばすことのみにとらわ
れずに，学生達の研究活動への参加を促している。現在，当教室員一同は，大学教員として “最優先すべき職務”
は何かを十分に把握し，皆日々の業務に励んでくれていると考える。

「点検・評価」　未だ客観的評価を得るに至っていない。
「改 善 方 策」　1）早期より成績不振の学生を抽出し，問題解決のための原因分析と支援を行う。
　　　　　　　2）グループ実習を中心に学生間の互助の精神を涵養すべく指導していく。
　　　　　　　3）リサーチマインドを育む基礎医学教育を教室員間で検討し，講義，実習に反映させていく。
　　　　　　　4）MD-PhDコースの将来的な開設を鑑み，第 1～2学年の自主研究活動を支援する研究環境を整備する。

I.　著書
1. SELECT血液 TECOM2015年度版 監修：宮澤　啓介
2. 国試 109（第 109回医師国家試験問題
解説書）

医学評論社 宮澤　啓介
（編：医師国家試験問題解説書編集委員会）

II.　学術論文
A1. Arginine-induced insulin secretion in 

endoplasmic reticulum
Biochemical and Biophysi-
cal Research Communica-
tions 466：717-722, 2015
（IF=2.297）

Umeda M*,  Hiramoto M,  Watanabe A*,  Tsunoda N*,  Imai 
T*
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2. Comparative analysis of type 2 diabetes-
associated SNP alleles identifi es allele-
specifi c DNA-binding proteins for the 
KCNQ1 locus

International Journal of 
Molecular Medicine 36：
222-230, 2015（IF=2.088）

Hiramoto M,  Udagawa H*,  Watanabe A*,  Miyazawa K,  
Ishibashi N*,  Kawaguchi M*,  Uebanso T*,  Nishimura W*,  
Nammo T*,  Yasuda K*

3. EGFR-independent autophagy induction 
with gefi tinib and enhancement of its 
cytotoxic eff ect by targeting autophagy 
with clarithromycin in non-small cell lung 
cancer cells

Biochemical and Biophysi-
cal Research Communica-
tions 461：28-34, 2015
（IF=2.297）

Sugita S,  Ito K,  Yamashiro Y,  Moriya S,  Che XF,  
Yokoyama T,  Hiramoto M,  Miyazawa K

4. Targeting the integrated networks of 
aggresome formation, proteasome, and 
autophagy potentiates ER stress mediated 
cell death in multiple myeloma cells

International Journal of 
Oncology 46：474-486, 
2015（IF=3.025）

Moriya S,  Komatsu S,  Yamasaki K,  Kawai Y,  Kokuba 
H,  Hirota A,  Che XF,  Inazu M,  Gotoh A,  Hiramoto M,  
Miyazawa K

5. Partial hepatectomy induces delayed 
hepatocyte proliferation and normal liver 
regeneration in ovariectomized mice

Clinical and Experimantal 
Gastroenterology 8：175-

182, 2015

Umeda M*,  Hiramoto M,  Imai T*

6. Palmitoyl-ceramide accumulation with 
necrotic cell death in A549 cells, followed 
by a steep increase in sphinganine content

Biochimie Open 1：11-27, 
2015

Yamane M

B1. 多因子疾患の遺伝素因はどこまで解
明できるか

東 医 大 誌 73：373-376, 
2015

平本　正樹

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Druggable oncogene fusions in invasive 

mucinous lung adenocarcinoma
AACR Annual Meeting 
2015（2015.4）Philadel-
phia, PA

Nakaoku T*,  Tsuta K*,  Ichikawa H*,  Shiraishi K*,  Saka-
moto H*,  Enari M*,  Furuta K*,  Shimada Y*,  Ogiwara H*,  
Watanabe SI*,  Nokihara H*,  Yasuda K*,  Hiramoto M,  
Nammo T*,  Kim YH*,  Mishima M*,  Yokota J*,  Yoshida T*,  
Kohno T*

国内学会
B1. 脂肪細胞培養上清によるグルココル
チコイド受容体を介した膵 β細胞機能
変化

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

宇田川陽秀*，舟橋　伸昭*，平本　正樹，川口　美穂*，
西村　　渉*，南茂　隆生*，安田　和基*

2. 膵島のゲノム網羅的解析による膵島
代償機序／糖尿病発症機序関連因子
の同定

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

南茂 隆生*，宇田川陽秀*，川口　美穂*，舟橋　伸昭*，
上番増　喬*，平本　正樹，西村　　渉*，安田　和基*

3. 高度肥満患者由来の脂肪組織の多層
的オミックス解析

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

安田 和基*，南茂　隆生*，平本　正樹，西村　　渉*，
宇田川陽秀*，上番増　喬*，舟橋　伸昭*，金井　弥栄*，
松本　健治*，斎藤　嘉朗*，関　　洋介*，笠間　和典*

4. 日本人肥満者由来 NASH肝の多層的
オミックス解析パネルの構築

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（肝臓と糖
尿 病・ 代 謝 研 究 会 ）
（2015.5.21）下関

安田 和基*，南茂　隆生*，平本　正樹，西村　　渉*，
宇田川陽秀*，上番増　喬*，舟橋　伸昭*，金井　弥栄*，
松本　健治*，斎藤　嘉朗*，関　　洋介*，笠間　和典*

5. EGFR-independent autophagy induction 
with geditinib and enhancement of its 
cytotoxic eff ect by targeting autophagy 
with clarithromycin in non-small cell lung 
cancer cells

第 175回 東京医科大学
医学会総会（2015.6.6）
東京医科大学病院（東京）

伊藤謙太郎，杉田　翔平，山城優太朗，森谷　昇太，
車　　暁芳，平本　正樹，横山　智央，宮澤　啓介
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6. Targeting the integrated networks of 
aggresome formation, proteasome, and 
autophagy potentiates ER stress mediated 
cell death in multiple myeloma cells.医学
会奨励賞

第 175回 東京医科大学
医学会総会（2015.6.6）
東京医科大学病院（東京）

森谷　昇太，小松誠一郎，山﨑　佳穗，河合　優佑，
國場　寛子，車　　暁芳，稲津　正人，後藤　明彦，
平本　正樹，半田　　宏，宮澤　啓介

7. KCNQ1遺伝子イントロンの 2型糖尿
病感受性 SNP領域におけるアリル特
異的 DNA結合因子の解析

第 175回 東京医科大学
医学会総会（2015.6.6）
東京医科大学病院（東京）

平本　正樹，宮澤　啓介

8. 脂肪細胞培養上清による膵 β細胞機能
変化

第 36 回日本肥満学会
（2015.10.2）名古屋

宇田川陽秀*，舟橋　伸昭*，平本　正樹，川口　美穂*，
西村　　渉*，南茂　隆生*，安田　和基*

9. Targeting autophagy with clarithromycin 
enhances gefi tinib-induced cell death in 
non-small cell lung cancer cells

第 74回日本癌学会学術
集会（2015.10.8）名古屋

Moriya S,  Che XF,  Yokoyama T,  Hiramoto M,  
Miyazawa K

10. クラリスロマイシン併用によるゲ
フィチニブ誘導性オートファジーを
標的とした肺癌細胞株の殺細胞効果
の増強

第 74回 日本癌学会学術
総会（2015.10.08-10）名
古屋国際会議場（名古屋）

森谷　昇太，車　　暁芳，横山　智央，平本　正樹，
宮澤　啓介

11. Macrolides sensitize EGFR-TKI-induced 
non-apoptotic cell death via blocking 
autophagy fl ux in pancreatic cancer cell 
lines

第 176回 東京医科大学
医学会総会（2015.11.7）
東京医科大学病院（東京）

向井俊太郎，森谷　昇太，平本　正樹，風間　宏美，
國場　寛子，横山　智央，半田　　宏，糸井　隆夫，
宮澤　啓介

12. セラミド蓄積を伴うネクローシスは
抗酸化剤またはカテプシン B活性阻
害剤によりレスキューされない

第 176回 東京医科大学
医学会総会（2015.11.7）
東京医科大学病院（東京）

伊東　里奈，金子奈穂美，宮内　博基，森谷　昇太，
風間　宏美，山根　基輝

13. EGFR-independent autophagy induction 
with geditinib and enhancement of its 
cytotoxic eff ect by targeting autophagy 
with clarithromycin in non-small cell lung 
cancer cells.医学会奨励賞

第 176回 東京医科大学
医学会総会（2015.11.7）
東京医科大学病院（東京）

伊藤謙太郎，杉田　翔平，山城優太朗，森谷　昇太，
車　　暁芳，平本　正樹，横山　智央，宮澤　啓介

14. KCNQ1遺伝子イントロンにおける 2
型糖尿病感受性 SNP rs163184領域の
アリル間比較解析

第 38回日本分子生物学
会年会 第 88回日本生化
学 会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1）（神戸）

平本　正樹，宇田川陽秀*，高橋　枝里*，加納　圭子*，
鏑木　康志*，宮澤　啓介，石橋奈緒子*，舟橋　伸昭*，
南茂　隆生*，安田　和基*

15. ハルミンはオートファジーを介して
抗アポトーシスタンパク質の発現を
抑制しアポトーシスを誘導する

第 38回日本分子生物学
会年会 第 88回日本生化
学 会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1）（神戸）

阿部　晃久，平本　正樹，山田　博之*

16. A549細胞におけるパルミトイルセラ
ミド蓄積誘導とネクローシス

第 38回日本分子生物学
会年会 第 88回日本生化
学 会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1）（神戸）

山根　基輝

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 医学会奨励賞 第 175回 東京医科大学

医学会総会（2015.6.6）
東京医科大学病院，東京

森谷　昇太

2. 医学会奨励賞 第 176回 東京医科大学
医学会総会（2015.11.7）
東京医科大学病院，東京

伊藤謙太郎，杉田　翔平
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薬 理 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　（1）薬剤の薬理作用を分子，細胞，組織，個体レベルにおいて科学的かつ論理的に理解させる。（2）現代薬理学

の現状と問題点および創薬における課題を理解させる。（3）既出知識を再学習する習慣を身につけさせる。（4）
新しい知識を自己学修する習慣をつけさせる。

「現 状 説 明」　本年は特に教育内容をスリム化させ，その他の教育内容を自己学修させた。一部の実習において，e－自主自学
を用いて，学生に事前学習を行なわせることを昨年開始したが，本年度はさらに，事前のガイダンスを工夫し，
効率よくまた十分に学修させるよう指導した。講義の一部はテキストをアップロードして，事前学修を促した。
また，理解不能な学習内容に遭遇した場合には，1，2学年の教科の復習をすることを繰り返し指導した。さらに，
中間試験の成績不良者を個別に面接して学修態度を調査し，問題点を指摘し，改善を促した。

「点検・評価」　一部の学生は（1）（2）の達成度が十分でなく，（3）（4）の項目を実践できていない。本年度開始した成績不良
者の個別指導の結果，期末試験成績から判断すると，少数の学生で若干改善傾向を見ることができたが，多数の
学生に関しては効果は限定的であった。一方，実習における事前学習の効果は顕著であり，プロトコールを改善
することにより例年よりさらに効果が上がった。しかし，講義テキストの事前アップロードはあまり効果がなかっ
た。

「改 善 方 策」　講義や実習プロトコールの改善を行った。また新たに成績不良者に個別指導を行った。
「目標・改善方策の達成度」　80%。改善策は実施したが，効果は限定的であった。
【研究】
「到 達 目 標」　1）アルツハイマー病（AD）の病態メカニズムの解明。2）AD神経細胞死を抑制するヒューマニン（HN）シグ

ナルの研究。3）筋萎縮性側索硬化症（ALS）の発症メカニズムの解明。
「現 状 説 明」　新たに開発した EHの Electrochemiluminescence ELISA assayを駆使して，EHの髄液内濃度の測定し，ApoE4 キャ

リアーのアルツハイマー病罹患者では EHの髄液濃度が低いことを見いだした。また，EHの transgenic マウスと
ADモデルマウスを交配すると，ADモデルマウスの記憶障害が改善されることを見いだした。アルツハイマー
病の新たなリスク分子 UNC5Cの機能を解析した。ALS 発症にリンクする hnRNPA1の機能解析を行った。

「点検・評価」　独自のコンセプトに基づいた AD/ALSの基礎研究を行い，継続的な成果が出た。本年度より，企業との共同研
究を開始した。

「改 善 方 策」　研究人員の調達を推進するための宣伝活動をさらに活発化する。
「目標・改善方策の達成度」　80%。当年度関連する産学連携講座の設立により研究活動は活発化した。教室の研究人員から考え

ると研究は順調であり，今後も継続する。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　優良な医師を育てるための薬理学教育に取り組む。高齢化社会で問題となっている根本的な治療法のない ADや

ALSの治療法につながる基礎研究／前臨床研究を行う。また，医療関係者に対して最新の治療薬剤情報を提供
するサイトの改善に協力する。

「現 状 説 明」　昨年と同様，薬理学教育の充実につとめ，研究面では ADおよび ALSの治療薬開発を目指して，引き続き基礎
研究／前臨床研究を行った。また，最新の治療薬剤を紹介するサイトのリニューアルに協力した。企業と連携し
研究内容に基づいた社会啓蒙活動に取り組んだ。

「点検・評価」　高齢化社会にとって深刻な問題となっている AD/ALDの発症メカニズム解明と治療法開発に独自の視点で取り
組んだ。また，本年度より企業と提携して新たな研究に取り組んだ。

「改 善 方 策」　薬理学教育の更なる充実に努めた。研究面では現行の ADおよび ALSの治療薬開発研究を継続した。
「目標・改善方策の達成度」　80%

II.　学術論文
A1. Glycolytic fl ux controls D-serine synthe-

sis through glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase in astrocytes

Proc Natl Acad Sci U S A 
2015 Apr 28；112（17）：
E2217-2224（IF=9.42）

Suzuki M,  Sasabe J,  Miyoshi Y,  Kuwasako K,  Muto Y,  
Hamase K,  Matsuoka M,  Imanishi N,  Aiso S

2. Overexpression of nuclear FUS induces 
neuronal cell death

Neuroscience 2015 Feb 
2 6； 2 8 7：1 1 3-1 2 4 
（IF=3.23）

Suzuki H,  Matsuoka M
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3. Nuclear TDP-43 causes neuronal toxicity 
by escaping from the inhibitory regulation 
by hnRNPs

Hum Mol Genet 2015 Mar 
15；24（6）：1513-1527
（IF=5.99）

Suzuki H,  Shibagaki Y,  Hattori S,  Matsuoka M

4. Protective Effects of Humanin and 
Calmodulin-Like Skin Protein in 
Alzheimer’s Disease and Broad Range of 
Abnormalities

Mol Neurobiol 2015；51
（3）：1232-1239（IF=5.4）

Matsuoka M

5. 薬理学実習における事前学習の効果 
－e-learning システムを利用して－ 
The eff ect of self-training in advance 
using an e-learning system on pharmaco-
logical practice

日本薬理学会誌 2015 
Feb；145（2）：80-84

原　　一恵，鈴木　宏昌，草苅　伸也，松岡　正明

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. An Alzheimer’s disease-linked mutant 

T835M-UNC5C causes neuronal cell 
death by activating an intracellular death 
signal cascade

Society for Neuroscience 
2015, SfN’s 45th Annual 
Meeting（2015.10.17）
Chicago, USA

Hashimoto Y,  Matsuoka M

国内学会
B1. Nuclear TDP-43 causes neuronal toxicity 

by overcoming the intrinsic cell death-

preventing mechanism mediated by 
hnRNPs

第 88回日本薬理学会年
会（2015.3.20）名古屋国
際会議場

Suzuki H,  Sibagaki Y,  Hattori S,  Matsuoka M

2. Low-grade overexpression of nuclear 
FUS induces neuronal cell death

第 175 回東京医科大学 
医学会総会（2015.6.6）
東京

鈴木　宏昌，松岡　正明

3. An Alzheimer’s disease-linked mutant 
T835M-UNC5C causes neuronal cell 
death by activating an intracellular death 
signal cascade

第 176 回東京医科大学 
医学会総会（2015.11.7）
東京

橋本　祐一，松岡　正明

4. 14-3-3タンパク質による神経細胞死
抑制因子 CLSPの活性制御機構の解析

第 176 回東京医科大学 
医学会総会（2015.11.7）
東京

齊藤　史明

免 疫 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　生物学・生化学・生理学・細菌学の知識を基にして，学生が免疫学の基本的な仕組みを理解すると共に免疫関連

疾患の病態および治療法の基礎を習得することを目標としている。
「現 状 説 明」　第 2学年で免疫学講義および実習（合計 3単位）を実施している。
「点検・評価」　免疫学の基本的理解，それに関する免疫・アレルギー疾患の発症機序の考察は概ね良好であるが，薬理学が未習

であり，一部の学生の治療学の理解は限定的となっている。
「改 善 方 策」　薬理学履修，および臨床医学の学習の中で，免疫・アレルギー疾患の病態解明と治療法を復習する機会を設ける。
【研究】
「到 達 目 標」　免疫学分野では，免疫学に対する幅広い視野と深い洞察力をもって，先端的な研究を国際レベルで展開すること

を目標としている。
「現 状 説 明」　T細胞・B細胞シグナル伝達研究，T細胞イメージング研究，ペプチドワクチン開発，疾患モデルマウス研究の

領域で興味深い知見が得られている。
「点検・評価」　一部の成果について国際雑誌に受理されたことは評価されるが，研究室としての機能が 100%有効的に活用でき

ているとは考えにくく，改善によってはより効率的に業績を上げるポテンシャルを有している。
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「改 善 方 策」　研究室全体に利益のあるような研究環境を整備すると共に，研究者の自発的な研究計画立案・サイエンティフィッ
クなディスカッションを常識とするよう意識的なスタッフ教育を行うと同時に，研究者間のコミュニケーション
を啓発し発展的サイクルを回せるよう継続的議論を推奨する。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　研究成果の国内外の学会での発表，国際雑誌への投稿と共に，アウトリーチ活動に積極的に参加し，本教室の研

究内容を市民に分かりやすい形で伝える。
「現 状 説 明」　研究成果を学会発表や論文投稿という形式で公表しており，アウトリーチ活動にも参加した。
「点検・評価」　概ね目標に到達しているが，治療薬の直接的な開発の基盤研究になっているとは言えず，社会貢献に寄与できう

る空白を有する。
「改 善 方 策」　疾患発症の解明や治療法開発に直接関与できる研究プロジェクトを網羅した研究計画を立案する。

II.　学術論文
A1. Clustering of CARMA1 through SH3-

GUK domain interactions is required for 
its activation of NF-κB signalling

Nat Commun 20（6）：
5555, 2015（IF=11.47）

Hara H*,  Yokosuka T,  Hirakawa H*,  Ishihara C*,  Yasu-
kawa S*,  Yamazaki M*,  Koseki H*,  Yoshida H*,  Saito T*

2. Thy28 protects against anti-CD3-medi-
ated thymic cell death in vivo

Apoptosis 20（4）：444-

454, 2015（IF=3.69）
Toyota H,  Sudo K*,  Kojima K*,  Yanase N,  Nagao T*,  
Takahashi RH*,  Iobe H*,  Kuwabara T*,  Kakiuchi T*,  Mizu-
guchi J

3. Vaccination with OVA-bound nanoparti-
cles encapsulating IL-7 inhibits the 
growth of OVA-expressing E.G7 tumor 
cells in vivo

Oncol Rep 33（1）：292-

296, 2015（IF=2.19）
Toyota H,  Yanase N,  Yoshimoto T*,  Harada M*,  Kato Y*,  
Mizuguchi J

III.　学術刊行物
A1. T細胞免疫シナプス研究の最新事情 科学評論社 臨床免疫・

アレルギー科 63（2）：
193-200, 2015

横須賀　忠

2. T細胞活性化におけるチェックポイン
ト

先端医学社　炎症と免疫
23（1）：10-20, 2015

横須賀　忠

3. 良き教育者になるための良き研究者
を目指して

日本免疫学会事務局 JSI 
Newsletter 24（2）：18,  
2015

横須賀　忠

B1. 免疫シナプス 公益財団法人金原一郎記
念医学医療振興財団 /医
学書院 生体の科学 66
（5）：522-523, 2015

横須賀　忠

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 分子イメージングが拓く T細胞活性
化の時空間的制御機構

第 14回 四国免疫フォー
ラム（2015.6.20）松山

横須賀　忠

2. 分子イメージングが拓く免疫細胞の
時空間的制御機構

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

横須賀　忠

3. 分子イメージングが拓く T細胞活性
化の時空間的制御機構

第 9回次世代型がん研究
戦 略 セ ミ ナ ー
（2015.12.24）東京

横須賀　忠

B1. Cytoskeletal regulation of the clustering 
of a Ras-GEF, RasGRP1, upon T cell acti-
vation

第 25 回 Kyoto T Cell 
Conference（2015.5.15）
京都

横須賀　忠
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2. 分子イメージングによる免疫チェッ
クポイント分子 PD-1の T細胞抑制機
構と抗 PD-1/PD-L抗体の抗腫瘍効果
の分子基盤解析

第 93回免疫アレルギー
研究会（2015.6.2）東京

横須賀　忠，古畑　昌枝，豊田　博子，秦　喜久美，
永井　太朗，矢那瀬紀子

3. Th2 cytokines enhances IL-12p70 secre-
tion from human dendritic cells stimulated 
with CD40L+IFN-γ

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

永井　太朗

4. B細胞の分化・機能におけるアルギニ
ンメチル化酵素 PRMT1の役割の解析

第 94回免疫アレルギー
研究会（2015.10.27）東
京

秦　喜久美，矢那瀬紀子，須藤カツ子*，横須賀　忠

5. Not only IFN-γ of Th1 cytokine but also 
IL-4 or IL-13 of Th2 cytokines enhance 
IL-12 secretion by CD40L from mature 
dendritic cells derived from human mono-
cytes

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

佐川　　偲*，永井　太朗

6. A novel micellar nanoparticle functions as 
an adjuvant to enhance anti-tumor 
immune responses in vivo

第 44回日本免疫学会学
術集会（2015.11.20）札
幌

Yanase N,  Toyota H,  Mizuguchi J,  Hata K,  Harada M*,  
Yokosuka T

7. The inhibitory role of CIN85 adaptor pro-
tein in T cell functions

第 44回日本免疫学会学
術集会（2015.11.20）札
幌

Kong MS*,  Hashimoto TA*,  Yokosuka T,  Kurosaki T*,  
Phua KK*,  Saito T*

8. The “microsynapse” composed of a ring 
of focal adhesion molecules and a core of 
T cell receptor microclusters is an essen-
tial structure for T cell activation

第 44回日本免疫学会学
術集会（2015.11.20）札
幌

Hashimoto TA*,  Yokosuka T,  Saito T*

9. Cytoskeltal regulation of the clustering of 
a RAS-GEF, RasGRP1, upon T cell acti-
vation

第 44回日本免疫学会学
術集会（2015.11.20）札
幌

Yokosuka T,  Hashimoto TA*,  Furuhata M,  Toyota H,  
Saito T*

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 免疫ふしぎ未来 2015 日本免疫学会（2015.8.9）

東京
横須賀　忠

公 衆 衛 生 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　当分野では，医学科生，看護学科生，大学院生（修士課程・博士課程）に，疾病予防と健康増進の考え方と重要

性を医学的側面と社会的側面の両面から考究・理解させることを大きな目標としている。
「現 状 説 明」　講義は医学科 3，4，6年生および看護学科 3年生に実施している。また，医学科 3年生の一部には自主研究で，

5年生には臨床実習で，授業で学習したことを体験する機会を設けている。修士課程では公衆衛生を，博士課程
では医療統計学の共通講義を行っている。公衆衛生学分野所属の大学院生には，毎週勉強会を実施し，年に 3回
学習および研究状況について自己評価を含めた進行状況についてのレポートを提出させ，指導教員による評価お
よび教授との面談を実施し，理解度等を確認している。

「点検・評価」　目標は概ね到達している。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 90%程度を達成した。医学科生の効果的な学習に役立つよう，授業の事前学習及び

事後学習のためのチェックリスト等を e-learningシステムに盛り込んでいる。
【研究】
「到 達 目 標」　競争的研究費を獲得し，公衆衛生の研究・実践フィールドである「地域」及び「職域」での研究を実施し，論文

などの研究成果物を通じた研究結果のフィードバックを行うことで，「地域」及び「職域」の公衆衛生の向上を
目指している。
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「現 状 説 明」　教員・大学院生による厚生労働科学研究費，科学研究費，その他の競争的研究費獲得に基づく「地域」及び「職
域」での研究を実施し，論文作成，学会発表などを行っている。さらに，多くの学会の理事，評議員，編集委員
などの役職を通じて学会をリードする立場となっている。

「点検・評価」　目標は到達している。学術論文，学術刊行物，学会発表数は，いずれも昨年に比べ増加した。
「改 善 方 策」　現在のアクティビティーを維持するとともに，他学及び本学の公衆衛生学分野外の所属の研究者との協力を積極

的に行い，さらに論文・成果物が増加するように努める。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 90%程度を達成した。他学及び本学の公衆衛生学分野外の所属の研究者との協力を

積極的に行い，論文・成果物を増加させた。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　研究成果の普及啓発を通じた社会へのフィードバックを目標としている。
「現 状 説 明」　行政における委員会や学会活動を通じて，研究成果から行政などへの提言を積極的に行い，政策へ活かすことに

より十分な社会貢献を果たしている。そのほか，他大学での講義や医師以外の看護職，健康運動指導士，栄養士，
柔道整復師などへの講義・講習，出版物を通じて，公衆衛生の新たな知見を提示している。また研究成果物を講
座のWEBで無料公開している。特に講座で開発に関わった職業性ストレス簡易調査票は，日本全国の事業場で
活用され職場のメンタルヘルス対策に役立っている。

「点検・評価」　概ね目標は到達している。今後さらに研究成果の国民への普及を行っていく必要がある。
「改 善 方 策」　地域，職域での講演会の開催，健康増進・疾病予防を目的とした介入研究などを実施し，公衆衛生活動を広く展

開していく。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 85%程度を達成した。地域および職域において講演活動を積極的に行った。

I.　著書
1. 社会と健康　健康格差解消に向けた
統合科学的アプローチ 第 9章 都市環
境と健康

（一財）東京大学出版会，
175-192, 2015

井上　　茂，中谷　友樹*

（編：川上　憲人*，橋本　英樹*，近藤　尚己*）

2. 行動医学テキスト I.総論　5.行動の
全人的理解　c.行動と予防医学
II.各論　3.行動変容の応用 c.運動・
身体活動

（ 株 ） 中 外 医 学 社，
93-99, 2015
163-168

小田切優子（編：日本行動医学会）

井上　　茂，涌井佐和子*

3. 健康長寿社会を創る　解説健康日本
21（第二次）　社会環境と身体活動－
なぜ「環境」なのか－
身体活動支援環境の整備

（公財）健康・体力づく
り事業財団，83-87, 2015

88-92

井上　　茂

井上　　茂

II.　学術論文
A1. Organizational justice and insomnia：

Relationships between justice components 
and insomnia symptoms among private 
company workers in Japan

J Occup Health 57（2）：
142-150, 2015（IF=1.446）

Hayashi T,  Odagiri Y,  Takamiya T,  Ohya Y,  Inoue S

2. Walkable area within which destinations 
matter：diff erences between Australian 
and Japanese cities

Asia Pac J Public Health 
27（2）：NP2757-NP2763, 
2015（IF=1.722）

Sugiyama T*,  Inoue S,  Cerin E*,  Shimomitsu T,  Owen N*

3. Socioeconomic determinants of bullying 
in the workplace：a national representa-
tive sample in Japan

P L o S  O N E  1 0（3）：
e0119435, 2015（IF=3.057）

Tsuno K*,  Kawakami N*,  Tsutsumi A*,  Shimazu A*,  Inoue 
A*,  Odagiri Y,  Yoshikawa T*,  Haratani T*,  Shimomitsu T,  
Kawachi I*

4. Community-wide promotion of physical 
activity in middle-aged and older Japa-
nese：a 3-year evaluation of a cluster ran-
domized trial

Int J Behav Nutr Phys Act 
12：82, 2015（IF=3.993）

Kamada M*,  Kitayuguchi J*,  Abe T*,  Taguri M*,  Inoue S,  
Ishikawa Y*,  Harada K*,  Lee IM*,  Bauman A*,  Miyachi M*

5. Correlates of regular participation in 
sports groups among Japanese older 
Adults：JAGES cross-sectional study

PLoS ONE 10（10）：
e0141638, 2015（IF=3.057）

Yamakita M*,  Kanamori S,  Kondo N*,  Kondo K*
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6. Occupational sitting time and risk of all-
cause mortality among Japanese workers

Scand J Work Environ 
Health 41（6）：519-528, 
2015 （IF=4.221）

Kikuchi H,  Inoue S,  Odagiri Y,  Inoue M*,  Sawada N*,  
Tsugane S*,  for the JPHC Study group

7. Smooth muscle immaturity in the carotid 
arterial neointima as a prognostic marker 
for systemic atherogenic cardiovascular 
events in the Asian male

Int J Clin Exp Pathol 8
（11）：14630-14639, 2015
（IF=1.581）

Hashimoto H,  Kurata A,  Nashiro T*,  Inoue S,  Ushijima 
T*,  Fujita K,  Kimura T*,  Kawai K*,  Horiuchi H*,  Kuroda 
M

8. 職場のストレスリスクアセスメント
ツールの開発

日職災医誌 63（1）：7-13, 
2015

堤　　明純*，小田切優子，吉川　　徹*，吉川　悦子*，
原谷　隆史*

9. 国内 3地域における前期高齢者の身体
活動実施状況の違い

体 力 科 学 64（1）：145-

154, 2015
岩佐　　翼，高宮　朋子，大谷由美子，小田切優子，
菊池　宏幸，福島　教照，岡　浩一朗*，北畠　義典*，
下光　輝一，井上　　茂

10. 医療対話推進者養成セミナー導入・基
礎編のフォローアップ研修における
アンケート調査に基づく成果と課題
の検討

医療コンフリクト・マネ
ジメント 3：9-13, 2015

荒神　裕之

B1. Group exercise for adults and elderly：
Determinants of participation in group 
exercise and its associations with health 
outcome

J Phys Fitness Sports Med 
4（4）：3 1 5-3 2 0 ,  2 0 1 5 
（IF=0.083）

Kanamori S,  Takamiya T,  Inoue S

D1. 子どもおよび青少年の身体活動を促
進するための “Active Healthy Kids 
Report Card

運動疫学研究 17（1）：
37-42, 2015

田中　千晶*，田中　茂穂*，井上　　茂，宮地　元彦*，
Reilly JJ*

2. 医学部教育における行動科学カリ
キュラムの提案

医学教育 46（1）：37-40, 
2015

網谷真理恵*，石川　善樹*，乾　　明夫*，井上　　茂，
島津　明人*，諏訪　茂樹*，津田　　彰*，堤　　明純*，
坪井　康次*，中尾　睦宏*，中山　健夫*，端詰　勝敬*，
吉内　一浩*

3. 事業場の産業看護職の有無と健康づ
くり活動の実施との関連

産 衛 誌 57（6）：297-305, 
2015

金森　　悟，甲斐　裕子*，川又　華代*，楠本　真理*，
高宮　朋子，大谷由美子，小田切優子，福島　教照，
井上　　茂

III.　学術刊行物
A1. 都市交通・都市計画と健康（特集：遅
い交通）

運 輸 と 経 済 75（1）：
64-68, 2015

井上　　茂

2. 身体活動・運動と循環器疾患 心臓 47（1）：9-16, 2015 福島　教照，井上　　茂
3. 検査の活用-セルフケア支援の進め方
（特集：「心理的な負担の程度を把握す
るための検査」の意義と活用

産業精神保健 23（1）：
17-21, 2015

小田切優子

4. 高齢者の座り過ぎによる健康障害と
その対策（特集：座位行動研究の潮流）

体育の科学 65（8）：567-

572, 2015
菊池　宏幸，井上　　茂

5. 事業場におけるメンタルヘルス対策
を促進させるリスクアセスメント手
法の研究

厚生労働省厚生労働科学
研究費補助金労働安全衛
生総合研究事業　事業場
におけるメンタルヘルス
対策を促進させるリスク
アセスメント手法の研究　
平成 26年度総括・分担
研究報告書 6-16, 2015

川上　憲人*，堤　　明純*，原谷　隆史*，吉川　　徹*，
島津　明人*，小田切優子，錦戸　典子*，五十嵐千代*，
森口　次郎*
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6. 職業性ストレスのアセスメントツー
ルの改善と開発

厚生労働省厚生労働科学
研究費補助金労働安全衛
生総合研究事業　事業場
におけるメンタルヘルス
対策を促進させるリスク
アセスメント手法の研究　
平成 26年度総括・分担
研究報告書 28-43, 2015

堤　　明純*，小田切優子，原谷　隆史*，錦戸　典子*，
吉川　　徹*，吉川　悦子*，五十嵐千代*，森口　次郎*，
島津　明人*，川上　憲人*，梶木　繁之*，時田　征人*

7. 国際動向　WHOの職場の心理社会的
ハザード対策の動向

厚生労働省厚生労働科学
研究費補助金労働安全衛
生総合研究事業　事業場
におけるメンタルヘルス
対策を促進させるリスク
アセスメント手法の研究　
平成 26年度総括・分担
研 究 報 告 書 122-150, 
2015

川上　憲人*，堤　　明純*，原谷　隆史*，吉川　　徹*，
島津　明人*，小田切優子，錦戸　典子*，五十嵐千代*，
森口　次郎*

B1. 6. 脳心血管病の生活習慣の改善-運動
療法 （脳心血管病予防に関する包括的
リスク管理チャートについて）

日本内科学会雑誌 104
（4）：841-842, 2015

井上　　茂，永富　良一*

2. 医療事故発生時の当事者対話の推進
の取り組み－院内における医療対話
推進活動と病院機能評価の活用－

日本病院会雑誌 62（4）：
451-457, 2015

荒神　裕之

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. 患者の意見や苦情の深層を探る－医
療メディエーション入門－

ACP（米国内科学会）日
本支部　年次総会 2015

荒神　裕之，廣井　直樹*

B1. Compliance with physical activity guide-
lines among Japanese adults using an 
accelerometer and GPAQ

American College of 
Sports Medicine 62nd 
Annual Meeting

Nakata Y*,  Tsujimoto T*,  Sasai H*,  Miyawaki R*,  Ishii K*,  
Shibata A*,  Tanaka S*,  Inoue S, Oka K*

2. Reliability and validity of the English ver-
sion of the New Brief Job Stress Ques-
tionnaire

31st International Congress 
on Occupational Health

Ando  E*,  Kawakami N*,  Shimazu A*,  Shimomitsu T,  
Odagiri Y

3. Transformation of perception on confl icts 
in multi-professional workers in the hos-
pital

International Forum on 
Quality and Safety in 
Healthcare：Asia

Kojin H

4. The association between obesity and cog-
nitive function

The 8th Asia-Oceania Con-
ference on Obesity

Yanagi K,  Ito R,  Aoki E,  Suijo K,  Yakou F,  Abe H,  
Tanabe T,  Shikuma J,  Takamiya T,  Inoue S,  Odawara M

国内学会
A1. 身体活動推進に関する近年の研究の
動向－地域環境と身体活動・運動習慣
（分科学会・部門 教育講演 17（曰本予
防理学療法学会））

第 50回日本理学療法学
術大会

井上　　茂

2. 環境や地域への働きかけ（シンポジウ
ム：維持期の運動療法を地域で広げる
ために－心臓リハビリテーションと
ロコモティブシンドローム

第 40回日本運動療法学
会

井上　　茂
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3. Lancet Physical Activity Observatory に
ついて（学術総会会長企画シンポジウ
ム：身体活動促進に関する世界の動
向）

第 18回日本運動疫学会
学術総会

井上　　茂

4. 職業性ストレス簡易調査票を用いた
ストレスチェック法（シンポジウム
6：ストレスチェックの法制化と職業
性ストレス対策の新たな動向）

第 56回日本心身医学会
総会ならびに学術講演会

小田切優子

5. 事業場での実施方法・活用方法（シン
ポジウム 3：ストレスチェックにどの
ように取り組んでいくべきか）

第 56回日本人間ドック
学会学術大会

小田切優子

6. オリンピック・パラリンピックレガ
シーとしてスポーツ・身体活動実施率
の向上を－体力医学分野から－（シン
ポジウム（日本体力医学会企画）：東
京オリンピック・パラリンピックに向
けたスポーツ普及による健康増進戦
略を考える）

日本スポーツ体育健康科
学学術連合第 1回大会

井上　　茂，鎌田　真光*

7. 疫学的研究手法を取り入れたフィッ
トネスクラブの利用者増加対策－効
果的な対策を立案するための実践例：
観察研究から介入研究まで－（シンポ
ジウム（日本運動疫学会企画）：スポー
ツ体育学研究における疫学的研究手
法の使い方）

日本スポーツ体育健康科
学学術連合第 1回大会

菊賀　信雅

8. 地域環境と身体活動（教育講演 5） 第 70回日本体力医学会
大会

井上　　茂

9. プロジェクト研究の概要と GPAQ日
本語版の作成（日本体力医学会プロ
ジェクト研究の成果報告会）

第 70回日本体力医学会
大会

井上　　茂，中田　由夫*，大河原一憲*，岡　浩一朗*，
小熊　祐子*，高田　和子*，田中　茂穂*，田中　千晶*

10. 質問紙で評価した身体活動ガイドラ
イン達成者の活動レベル（日本体力医
学会プロジェクト研究の成果報告会）

第 70回日本体力医学会
大会

中田　由夫*，井上　　茂，大河原一憲*，岡　浩一朗*，
小熊　祐子*，高田　和子*，田中　茂穂*，田中　千晶*

B1. 事業場の産業看護職の存在と健康づ
くり活動の実施

第 3回日本公衆衛生看護
学会学術集会

金森　　悟，甲斐　裕子*，楠本　真理*

2. Responsiveness of physical activity evalu-
ated by GPAQ during weight loss inter-
vention in Japanese overweight adults

第 25回日本疫学会学術
総会

Nakata Y*,  Sasai H*,  Tsujimoto T*,  Ohkawara K*,  Inoue S,  
Oka K*,  Tanaka S*

3. 医療対話推進者養成セミナー受講後
の活用に関する予備的横断調査

日本医療コンフリクト・
マネジメント学会第 4回
学術大会

荒神　裕之

4. 組織公平性と精神不調の関係につい
て　職場単位で評価した組織公平性
の認知が精神不調発症に与える影響
に関する縦断的検討

第 88回日本産業衛生学
会

林　　俊夫，小田切優子，大谷由美子，高宮　朋子，
井上　　茂

5. IT企業における肩こり・腰痛対策イ
ベント「カラダのゆがみ測定会」の実
践

第 88回日本産業衛生学
会

金森　　悟，松井　春彦*，加来明希子*，西山　知宏*，
森田美保子*

6. 地域包括ケア病棟における集団リハ
ビリテーションの取り組み

第 17回日本医療マネジ
メント学会学術総会

荒神　裕之，若林ゆかり *

7. 地域包括ケア病棟の開設と運営－厚
生中央病院の挑戦－

第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会

荒神　裕之，坂井　暢子*，原口美由紀*



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌58S

8. 加速度計を用いて評価したホワイト
カラー・ブルーカラー勤労者における
身体活動・座位行動の比較

第 18回日本運動疫学会
学術総会

福島　教照，高宮　朋子，北林　蒔子，岡　浩一朗*，
石井　香織*，笹井　浩行*，中田　由夫*，田中　茂穂*，
大谷由美子，小田切優子，井上　　茂

9. 地域在住高齢者における社会参加と
身体活動・座位時間との関連

第 18回日本運動疫学会
学術総会

菊池　宏幸，福島　教照，大谷由美子，小田切優子，
高宮　朋子，岡　浩一朗*，井上　茂

10. フィットネスクラブ利用経験の有無
と余暇におけるベネフィットに対す
る意識の関連－日本人成人を対象に
した横断研究－

第 18回日本運動疫学会
学術総会

菊賀　信雅，松下　宗洋*，澤田　　亨*，丸藤　祐子*，
松岡　宏高*，小田切優子，井上　　茂

11. 前期高齢者の歩行目的別の地域環境
とソーシャルキャピタルの関連につ
いて－3地域間の比較－

第 18回日本運動疫学会
学術総会

岩佐　　翼，高宮　朋子，小田切優子，大谷由美子，
福島　教照，林　　俊夫，金森　　悟，菊池　宏幸，
中谷　友樹*，井上　　茂

12. 加速度計によるホワイトカラー勤労
者における非肥満者と肥満者の座位
時間・身体活動時間の比較

第 18回日本運動疫学会
学術総会

天笠　志保，福島　教照，高宮　朋子，北林　蒔子，
岡　浩一朗*，石井　香織*，笹井　浩行*，中田　由夫*，
田中　茂穂*，大谷由美子，小田切優子，井上　　茂

13. 地域全体を対象とした 5年間の身体活
動促進のプロセス評価－RE-AIMモデ
ルによるポピュレーション戦略の評
価－

第 18回日本運動疫学会
学術総会

北湯口　純*，鎌田　真光*，井上　　茂，安部　孝文*，
岡　浩一朗*，原　　丈貴*

14. 座位行動評価における Active style Pro 
HJA-350IT，ActiGraghTM GT3X+，
activPAL3cの比較

第 18回日本運動疫学会
学術総会

栗田　智史*，矢野　翔平*，石井　香織*，柴田　　愛*，
笹井　浩行*，中田　由夫*，福島　教照，井上　　茂，
田中　茂穂*，岡　浩一朗*

15. 椅子立ち上がり時地面反力と下肢機
能評価等との関連

第 70回日本体力医学会
大会

岡田　真平，井上　　茂，笹本　和宏*，半田　秀一*，
深山　知子*，阿部　　巧*，慎　　少帥*，大藏　倫博*

16. 身体活動促進のコミュニティ・ワイ
ド・キャンペーン（第 2報）　プロセ
ス評価

第 70回日本体力医学会
大会

齋藤　義信*，小熊　祐子*，田中あゆみ*，木林　弥生*，
相原　陽子*，鎌田　真光*，井上　　茂，稲次　潤子*，
小堀　悦孝*

17. 前期高齢者の自転車利用と人口統計
学的要因等の関連

第 70回日本体力医学会
大会

天笠　志保，福島　教照，大谷由美子，菊池　宏幸，
高宮　朋子，小田切優子，北畠　義典*，岡　浩一郎*，
井上　　茂

18. 小学生における加速度計で求めた座
位行動と中高強度活動との関係

第 70回日本体力医学会
大会

田中　千晶*，田中　真紀*，奥田　昌之*，井上　　茂，
青山　友子*，田中　茂穂*

19. 地方自治体職員における夕食摂取の
時間帯及び栄養摂取状況と睡眠の質
の関連

第 74回日本公衆衛生学
会総会

石橋　弘子，高宮　朋子，北林　蒔子，大谷由美子，
小田切優子，福島　教照，下光　輝一，駒田　陽子，
井上　雄一，井上　　茂

20. 性・仕事有無別にみた，都市規模と歩
数の関連について

第 74回日本公衆衛生学
会総会

井原　正裕，高宮　朋子，大谷由美子，小田切優子，
福島　教照，林　　俊夫，菊池　宏幸，佐藤　弘樹，
下光　輝一，井上　　茂

21. 日本人の食事摂取基準（2015年版）
を満たす栄養素摂取と抑うつ状態の
関連について

第 74回日本公衆衛生学
会総会

北林　蒔子，高宮　朋子，大谷由美子，小田切優子，
福島　教照，石橋　弘子，下光　輝一，井上　　茂

22. 新型インフルエンザ流行に対する学
校閉鎖と個人防御策の流行抑制効果
に関する検討

第 176回東京医科大学医
学会総会

佐藤　弘樹，大谷由美子，小田切優子，高宮　朋子，
福島　教照，井上　　茂

23. 高齢者における咽頭遺物誤飲の 2症例
の検討

第 10回医療の質・安全
学会学術集会

荒神　裕之，谷　　紀子*，若林ゆかり *

24. 小規模零細企業における参加型職場
環境改善の一事例

第 23回日本産業ストレ
ス学会

黒木　仁美*，森口　次郎*，大塚　創平*，内田　陽之*，
五十嵐千代*，小田切優子，島津　明人*，堤　　明純*，
錦戸　典子*，原谷　隆史*，吉川　悦子*，吉川 　徹*，
川上　憲人*
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25. 地域在住高齢者における腰痛・膝痛と
転倒発生との関連：3年間の前向きコ
ホート研究

第 8回日本運動器疼痛学
会大会

北湯口　純*，鎌田　真光*，井上　　茂，上岡　洋晴*，
安部　孝文*，岡田　真平，武藤　芳照*

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 第 18回日本運動疫学会学術総会　優
秀演題賞

日 本 運 動 疫 学 会
（2015.6.21）愛知

岩佐　　翼，高宮　朋子，小田切優子，大谷由美子，
福島　教照，林　　俊夫，金森　　悟，菊池　宏幸，
中谷　友樹*，井上　　茂

2. 第 18回日本運動疫学会学術総会　優
秀演題賞

日 本 運 動 疫 学 会
（2015.6.21）愛知

菊池　宏幸，福島　教照，大谷由美子，小田切優子，
高宮　朋子，岡　浩一朗*，井上　　茂

3. 日本行動医学会第 17回内山記念賞 日 本 行 動 医 学 会
（2015.10.17）仙台

行動医学コアカリキュラム作成ワーキンググループ
（堤　　明純*，石川　善樹*，乾　　明夫*，井上　　茂，
島津　明人*，諏訪　茂樹*，津田　　彰*，坪井　康次*，
中尾　睦宏*，中山　健夫*，端詰　勝敬*，吉内　一浩*）

4. 疫学紹介スライドショーコンテスト
2015 優秀賞

日本疫学会（2015.11.30）
東京

安藤　大輔*，菊池　宏幸，岸本　裕歩*，笹井　浩行*，
中田　由夫*，門間　陽樹*，山北　満哉*，金森　　悟，
難波　秀行*，原田　和弘*

B1. あと 10分 体を動かそう（くらしナビ 
ライフスタイル）

毎 日 新 聞，15, 2015
（2015.1.8）

井上　　茂

2. 健康づくり施策概論　健康日本 21（第
二次）における社会環境の整備

健康運動指導士養成講習
会（主催：（公財）健康・
体力づくり事業財団）
（2015.1.10, 2.13, 6.25, 8.9, 

9.25, 10.9, 12.11）大阪，
東京，福岡

井上　　茂

3. 健康づくり施策概論 I　健康づくり施
策概論 II

健康運動実践指導者養成
講習会（主催：（公財）
健康・体力づくり事業財
団）（2015.1.18, 6.20）東
京

小田切優子

4. 身体活動促進と座位行動抑制の環境
支援

九州大学リサーチコア
チーム &教育研究プロ
グラム・研究拠点形成プ
ロジェクト Aタイプ研
究チーム共同開催第 2回
人 材 育 成 セ ミ ナ ー
（2015.2.8）東京

井上　　茂

5. 相談支援の怖さを克服するメディ
エーションマインド

平成 26年度医療相談担
当者研修会（主催：香川
県）（2015.2.21）香川

荒神　裕之

6. 病院事務長のための医療コンフリク
トマネジメント－当事者自身の問題
収束への支援－

医療コンフリクト・マネ
ジメント研修会（主催：
高知県）（2015.2.23）高
知

荒神　裕之

7. 日本ストレス学会（動き：精神医学関
連学会の最近の活動－国内学会関連
（30）（第 2回））

精神医学　57（6）：472, 
2015（2015.6.1）

小田切優子

8.（関連学会参加報告）第 88回日本産業
衛生学会参加報告

運動疫学会ニュースレ
ター 4：3, 2015（2015.6.15）

金森　　悟
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9.（最近の注目論文） Sedentary Time and 
Its Association With Risk for Disease 
Incidence, Mortality, and Hospitalization 
in Adults：A Systematic Review and 
Meta-analysis（Ann Intern Med. 2015；
162（2）：123-132）

運動疫学会ニュースレ
ター 4：4, 2015（2015.6.15）

菊池　宏幸

10. ストレスチェック制度の開始に当
たって （第 261回ヘルスケア研修会）

よぼう医学 499：1-2, 
2015（2015.7.15）

小田切優子

11. 運動と心の健康増進　ストレスの考
え方と評価法

健康運動指導士養成講習
会（主催：（公財）健康・
体力づくり事業財団）
（2015.7.18, 9.3）東京

小田切優子

12. 生活習慣と評価と介入（身体活動） 第 28回日本循環器病予
防セミナー（主催：日本
循 環 器 病 予 防 学 会 ）
（2015.7.31）神奈川

井上　　茂

13. 平成 27年度医療対話推進者養成セミ
ナー基礎編

（主催：（公財）日本医療
機 能 評 価 機 構 ）
（2015.8.1-8.2）東京

荒神　裕之

14. 警察における健康管理対策 健康管理実務専科（主
催：警察庁警察大学校）
（2015.9.1）東京

井上　　茂

15. ソーシャル・キャピタル（社会関係資
本）と運動の関係について教えてくだ
さい（FITNESS Q&A）

月刊ジャパンフィットネ
ス 3 4 8：2 4-2 5 ,  2 0 1 5
（2015.9.28）

金森　　悟

16. 労働安全衛生法の改正とストレス
チェック

東京都医師会・東京医科
大学医師会産業医研修会
（2015.10.17）東京

小田切優子

17. 有機溶剤業務について－産業医がお
さえるポイント

東京都医師会・東京医科
大学医師会産業医研修会
（2015.10.17）東京

林　　俊夫

18. 動脈硬化の予防と身体活動・運動の効
果（基調講演 4）

食育健康サミット 2015
（主催：公益社団法人日
本医師会，公益社団法人
米穀安定供給確保支援機
構）（2015.10.22）東京

井上　　茂

19. 脂質の質を考慮した血管管理-健康寿
命延伸のために（パネルディスカッ
ション）

食育健康サミット 2015
（主催：公益社団法人日
本医師会，公益社団法人
米穀安定供給確保支援機
構）（2015.10.22）東京

井上　　茂

20. 住む街によって運動量は変わる（年間
特集：寝たきりを遠ざける運動と栄養
13）

ロハス・メディカル 122：
8-11, 2015（2015.11.1）

井上　　茂

21. 患者・家族との対話の進め方－トラブ
ルにならないために－

平成 27年度第 1回 医療
情報の理解促進に関する
研修会（主催：東京都）
（2015.11.25）東京

荒神　裕之
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健康増進スポーツ医学分野

【教育】
「到 達 目 標」　当分野では運動による生体の変化，健康維持・増進における運動の有益性などの理解を目標として運動医学の講

義を行っている。また，社会医学 Iでは，社会的存在として，人の出生から死亡にいたるライフサイクルの中で，
様々な事象を医学的側面と社会的側面の両面から考究して，疾病予防と健康増進の考え方とその重要性を理解す
ることを到達目標としている。臨床実習（BSL）では，医療・保健・福祉・介護における医師の役割を理解する
ことを目標としている。大学院教育においては健康維持・増進に関する専門的な知識を習得し，広く社会に貢献
できる医師・研究者・教育者を養成することを目標としている。

「現 状 説 明」　運動医学および社会医学 Iでは e-ラーニングを用いた予習復習など学生の積極的な自主学習ができる環境づくり
に取り組んでいる。臨床実習（BSL）では，介護施設や地域医療機関にて実習を行っている。

「点検・評価」　運動医学および社会医学 Iは講義ごとに資料を作成し，理解しやすく，要点を押さえた講義となっている。
「改 善 方 策」　学生からの授業評価を実施したり，e-ラーニングに講義の感想や要望の記入欄を設け，改善に役立てている。成

績，レポート等を各教員にフィードバックし，理解不足の箇所があれば講義やクルズスの内容を改善している。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ達成できている。必要に応じて更なる改善を行い，より高い達成度を目指す。
【研究】
「到 達 目 標」　生活習慣病の予防，動脈硬化性疾患の治療，高齢者の体力の維持のための運動に関する運動生理学的研究を通じ

て，一次予防から三次予防まで包括的な予防医学の実践を目指す。
「現 状 説 明」　運動生理学的研究では，磁気共鳴分光法，近赤外分光法，超音波ドップラー法などの非侵襲的測定評価法を用い

て，運動による骨格筋のエネルギー代謝，組織酸素動態，末梢循環動態の変化に関する研究を行っている。また，
他施設との共同研究も活発に行っている。

「点検・評価」　研究により得られた成果を学会発表や論文で社会に発信し，また，生活習慣病予防や心臓リハビリテーションに
対してより効果的な運動方法の開発に活用している。

「改 善 方 策」　基礎的研究により開発された筋有酸素能力や末梢循環機能の簡易評価指標を，いち早く臨床応用できるように，
心臓リハビリテーションセンターに通院している患者を対象としたデータを更に蓄積する。

「目標・改善方策の達成度」　ほぼ達成できている。必要に応じて更なる改善を行い，より高い達成度を目指す。
【診療】
「到 達 目 標」　病院にて心臓リハビリテーションセンターを開設し，一次予防から三次予防まで包括的な予防医学の実践を目標

としている。
「現 状 説 明」　冠動脈疾患，慢性心不全，末梢動脈疾患，心臓手術後の患者を対象とした「心大血管疾患リハビリテーション」と，

糖尿病，肥満，高血圧，脂質異常症などの生活習慣病保有者を対象とした「健康スポーツ医学外来」の診療およ
び運動指導を行っている。

「点検・評価」　 心臓リハビリテーションセンターは 2008年に設置され，その後順調に患者数を伸ばしている。産休・育休中であっ
た理学療法士が復職し，リハビリテーションの内容も充実させている。

「改 善 方 策」　入院患者のリハビリテーションは増加しているが，外来患者のリハビリテーションは微増にとどまっている。今
後は外来患者を増加させるべく，入院中より積極的に外来通院を勧める。また，心肺運動負荷試験を積極的に実
施し，より効果的な心臓リハビリテーションを目指す。

「目標・改善方策の達成度」　ほぼ達成できている。必要に応じて更なる改善を行い，より高い達成度を目指す。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　予防医学を通じて，医療のみならず，広く社会に貢献できる医師・研究者・教育者を養成する。また，運動生理

学的研究により得られた成果を診療に生かし，広く社会に提供する。生活習慣病の予防や心臓リハビリテーショ
ンのための効果的な運動方法を確立し，広く社会に貢献する。

「現 状 説 明」　心臓リハビリテーションセンターでは，心臓外科，血管外科，循環器内科と協力して心大血管疾患患者や末梢血
管患者に対して運動療法を実践している。また，医師会の講演会，市民講座などを通じて予防医学に関する最新
の情報の提供および健康習慣獲得の普及，啓発を行っている。また，地方自治体の予防医学，健康づくりに関す
る活動への協力も積極的に行っている。

「点検・評価」　臨床医学と予防医学の融合を目指した活動に取り組んでおり，現在，比較的順調に進んでいる。
「改 善 方 策」　地域における運動指導者の養成事業への協力を，さらに積極的に行ってゆく。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ達成できている。必要に応じて更なる改善を行い，より高い達成度を目指す。
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I.　著書
1. 健康運動指導士養成講習会テキスト
（下）　第 12章　運動負荷試験　3.運
動負荷試験実習（2）自転車エルゴメー
タ編

公益財団法人健康・体力
づくり事業財団，641-

646, 2015

村瀬　訓生

2. 国試 109－第 109回医師国家試験問題
解説書

医学評論社，2015 村瀬　訓生，他

3. ラ・スパ過去問対策 2016　看護師国
家試験問題：解答と解説

医学評論社，2015 法橋　尚宏*，井上　大輔*，村瀬　訓生，他

4. SUCCESS 2016 医師国家試験既出問題
集　公衆衛生

医学評論社，2015 編：一杉　正仁*，加藤　貴彦*，西脇　祐司*，
野見山哲生*，村瀬　訓生

II.　学術論文
A1. Elevated pentraxin 3 level at the early 

stage of exercise training is associated 
with reduction of arterial stiff ness in mid-
dle-aged and older adults

J Hum Hypertens Oct 15, 
2015（IF=2.726）

Zempo-Miyaki A*,  Fujie S*,  Sato K*,  Ishii K*,  Iemitsu M*,  
Sato K*,  Fujimoto M*,  Kurihara T*,  Hamaoka T,  Satoh-

Asahara N*,  Sanada K*

2. Ultrasound-Derived Abdominal Muscle 
Thickness Better Detects Metabolic Syn-
drome Risk in Obese Patients than Skele-
tal Muscle Index Measured by Dual-
Energy X-Ray Absorptiometry

PLoS One Dec 23：10
（12）, 2015（IF=2.775）

Ido A*,  Nakayama Y*,  Ishii K*,  Iemitsu M*,  Sato K*,  Fuji-
moto M*,  Kurihara T*,  Hamaoka T,  Satoh-Asahara N*,  
Sanada K*

3. Muscle deoxygenation and its heterogene-
ity changes after endurance training

Advances in Experimental 
Medicine and Biology, In 
press（IF=1.953）

Kime R,  Niwayama M,  Kaneko Y,  Takagi S,  Fuse S,  
Osada T,  Murase N,  Katsumura T

4. Eff ect of acupuncture stimulation on mus-
cle tissue oxygenation in diff erent points

Advances in Experimental 
Medicine and Biology, In 
press（IF=1.953）

Kaneko Y,  Kime R,  Furuya E*,  Sakamoto A*,  Katsumura 
T*

5. Regional differences of metabolic 
response during dynamic incremental 
exercise by 31P- CSI

Advances in Experimental 
Medicine and Biology, In 
press（IF=1.953）

Kaneko Y,  Kime R,  Hongo Y*,  Ohno Y*,  Sakamoto A*,  
Katsumura T*

6. Mechanical compression during repeated 
sustained isometric muscle contractions 
and hyperemic recovery in healthy young 
males

J Physiol Anthropol 31；
34：36, 2015（IF=1.694）

Osada T,  Mortensen SP*,  Radegran G*

7. Eff ect of peak oxygen uptake on maximal 
fat oxidation in prepubertal children

Journal of Physical Fitness, 
Nutrition and Immunology 
25（1）：3-9, 2015

Takagi S,  Sakamoto S*,  Katsumura T*

8. Once-weekly muscle ecdurance and 
strength training prevents deterioration of 
muscle oxidative function and attenuates 
the degree of strength decline during 
3-week forearm immobilization

Eur J Appl Physiol 115
（ 3）：5 5 5-5 6 3 ,  2 0 1 5
（IF=2.328）

Homma T*,  Hamaoka T, Osada T, Murase N,  Kime R,  
Kurosawa Y,  Ichimura S*,  Esaki K*,  Nakamura F*,  
Katsumura T

9. 日本人成人肥満男女を対象としたサ
ルコペニア簡易評価法の開発

肥 満 研 究 21（3）：167-

176, 2015
古嶋　大誌*，中山　侑紀*，井門あゆみ*，家光　素行*，
栗原　俊之*，本間　俊行*，佐藤　幸治*，藤本　雅大*，
浜岡　隆文，石井好二朗*，浅原　哲子*，真田　樹義*

10. 日本人女性を対象としたメタボリッ
クシンドロームリスク因子に対する
睡眠および加齢の相互関係（パイロッ
ト研究）

睡眠と環境（J. Sleep and 
Environments）11（1）-12
（1）, 2015

梅田　果林*，高垣　大地*，渡邉　真也*，浜口佳奈子*，
古嶋　大詩*，佐藤　幸治*，栗原　俊之*，家光　素行*，
浜岡　隆文，真田　樹義*

11. アシスト機能作動運動時の筋酸素・血
液動態の変化

日本臨床スポーツ医学会
誌 23（3）：411-421, 2015

布施沙由理，木目良太郎，勝村　俊仁*，鈴木　哲郎*
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III.　学術刊行物
A1. 新規マイオカイン：irisinの役割と運
動（特集：臓器円環と運動効果）

体育の科学 65（9）：627-

632, 2015
家光　素行*，宮本（三上）恵理*，浜岡　隆文

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Muscle deoxygenation and its heterogene-

ity changes after endurance training
The 43rd Annual Meeting 
of the International Society 
on Oxygen Transport to 
T i s s u e（ 2 0 1 5 . 7 . 1 5）
Wuhan China

Kime R,  Kaneko Y,  Hongo Y*,  Ohno Y*,  Sakamoto A*,  
Katsumura T*

2. The eff ects of passive cycling exercise for 
twenty minutes on cardiorespiratory 
dynamics

The 43rd Annual Meeting 
of the International Society 
on Oxygen Transport to 
T i s s u e（ 2 0 1 5 . 7 . 1 1）
Wuhan China

Fuse S,  Kime R,  Osada T,  Murase N,  Katsumura T*

3. The eff ect of acupuncture stimulation on 
muscle tissue oxygenation in diff erent 
points

The 43rd Annual Meeting 
of the International Society 
on Oxygen Transport to 
T i s s u e（ 2 0 1 5 . 7 . 1 5）
Wuhan, China

Kaneko Y,  Kime R,  Furuya E*,  Sakamoto A*,  Katsumura 
T*

4. Regional differences of metabolic 
response during dynamic incremental 
exercise by 31P- CSI

The 43rd Annual Meeting 
of the International Society 
on Oxygen Transport to 
T i s s u e（ 2 0 1 5 . 7 . 1 5）
Wuhan, China

Kaneko Y,  Kime R,  Hongo Y*,  Ohno Y*,  Sakamoto A*,  
Katsumura T*

5. Muscle oxygen dynamics during cycling 
exercise in early post-angina pectoris 
patients

The 43rd Annual Meeting 
of the International Society 
on Oxygen Transport to 
T i s s u e（ 2 0 1 5 . 7 . 1 5）
Wuhan, China

Takagi S,  Murase N,  Kime R,  Niwayama M*,  Osada T,  
Katsumura T*

6. Low volume aerobic training heightens 
muscle deoxygenation in early post-
angina pectoris patients

The 43rd Annual Meeting 
of the International Society 
on Oxygen Transport to 
T i s s u e（ 2 0 1 5 . 7 . 1 5）
Wuhan, China

Takagi S,  Murase N,  Kime R,  Niwayama M*,  Osada T,  
Katsumura T*

国内学会
A1.「近赤外分光法による筋代謝の評価」
心血管疾患患者の骨格筋酸素動態・運
動療法の評価

第 50回医科学フォーラ
ム（2015.2.5）東京

村瀬　訓生

2. 発症後早期の虚血性心疾患患者にお
ける骨格筋酸素動態異常と有酸素性
運動トレーニングの効果

第 19回酸素ダイナミク
ス研究会（2015.9.12）東
京

高木　　俊，木目良太郎，長田　卓也，村瀬　訓生，
勝村　俊仁*，浜岡　隆文

3. ヒト褐色脂肪組織の測定と機能性食
品の評価－高カカオチョコレートの
効果検証－

第 20回チョコレート・
ココア国際栄養シンポジ
ウム（2015.9.18）東京

浜岡　隆文

4. 内部障害の予防・改善における身体活
動の有用性 末梢動脈疾患に対する自
転車エルゴメーターを用いた運動療
法－近赤外分光法による評価－

第 70回日本体力医学会
大会（2015.9.19）和歌山

村瀬　訓生，勝村　俊仁*
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5. メタボリック症候群，ロコモティブ症
候群と運動療法

第 27回呉竹医学会学術
大会（2015.10.16）埼玉

浜岡　隆文

B1. 慢性心不全患者の運動耐容能につい
て～健常者との比較～

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

渡辺　　翼， 村瀬　訓生，長田　卓也，木目良太郎，
布施沙由理，松本　知沙*，齋藤　　龍，勝村　俊仁*

2. PNFストレッチ及び他動運動が筋機
能に与える影響

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

木下　美聡，木目良太郎，村瀬　訓生，長田　卓也，
布施沙由理，勝村　俊仁*

3. 神経疾患の基礎と臨床の橋渡しを目
指して　3週間の前腕ギプス固定時の
筋機能低下抑制を目的とした持久的
および筋力トレーニングの量の検討

第 36回グアニジノ化合
物研究会（2015.8.8）宮
城

本間　俊行*，村瀬　訓生，長田　卓也，木目良太郎，
黒澤　裕子，市村　志朗*，江崎　和希*，中村芙美子*，
勝村　俊仁*，浜岡　隆文

4. 発症後早期の虚血性心疾患患者にお
ける骨格筋酸素動態異常と有酸素性
運動トレーニングの効果

第 70回日本体力医学会
大会（2015.9.18）和歌山

高木　　俊，木目良太郎，村瀬　訓生，長田　卓也，
田口　素子*，勝村　俊仁*

5. 間欠的な他動的脚運動が循環動態に
及ぼす効果

第 70回日本体力医学会
大会（2015.9.19）和歌山

布施沙由理，木目良太郎，長田　卓也，安生　幹子，
木目　綾佳，村瀬　訓生，勝村　俊仁*

6. ジャックナイフストレッチとスタ
ティックストレッチが筋機能に与え
る影響

第 70回日本体力医学会
大会（2015.9.19）和歌山

木下　美聡，木目良太郎，勝村　俊仁*

7. 片手および両手による掌握運動タス
クの複雑性は両側大脳一次運動野の
活動を対称化する

第 70回日本体力医学会
大会（2015.9.19）和歌山

中川　直樹，村瀬　訓生，長田　卓也，木目良太郎，
佐古　隆之*

8. 長時間座位姿勢保持時の生理学的反
応および弾性タイツ着用の影響

第 22回医用近赤外線分
光法研究会（2015.10.31）
東京

黒澤　裕子，二連木晋輔*，永井　優也*，本間　俊行*，
浜岡　隆文

9. 持久的トレーニングが筋酸素動態と
最高酸素摂取量に及ぼす経時的変化
の相違について

第 22回医用近赤外線分
光法研究会（2015.10.31）
東京

木目良太郎，長田　卓也，大澤　拓也*，金子　泰久，
布施沙由理，木下　美聡，村瀬　訓生，浜岡　隆文，
勝村　俊仁*

10. 20分間の他動的自転車運動が心肺お
よび筋酸素動態に及ぼす効果

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

布施沙由理，木目良太郎，長田　卓也，村瀬　訓生，
浜岡　隆文，勝村　俊仁*

11. 過去 34年間に国内のトライアスロン
大会において発生した死亡事例の検
討

第 26回日本臨床スポー
ツ 医 学 会 学 術 集 会
（2015.11.8）神戸

笠次　良爾*，勝村　俊仁*，竹内　元一*，村瀬　訓生，
牛島　史雄*，押川紘一郎*

12. 月経周期別の脛腓靭帯結合の距離が
片脚着地時の下肢関節動態および神
経筋調節におよぼす影響

第 26回日本臨床スポー
ツ 医 学 会 学 術 集 会
（2015.11.8）神戸

岡崎　倫江*，金子　雅明*，石田　行知*，村瀬　訓生，
勝村　俊仁*

13. ジャックナイフストレッチの伸長条
件の違いが柔軟性に及ぼす影響

第 24回柔道整復接骨医
学会（2015.11.8）新潟

木下　美聡，湯浅有希子*，西村　優一*

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. Dietrich Lübbers Award The 43rd Annual Meeting 

of the International Society 
on Oxygen Transport to 
T i s s u e（ 2 0 1 5 . 7 . 1 5）
Wuhan（China）

Takagi S

B1. 運動負荷試験実習 日本医師会認定　健康ス
ポーツ医　実地研修
（2015.1.18）八王子

村瀬　訓生
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2. 運動負荷試験・運動処方 日本医師会認定　健康ス
ポーツ医　実地研修
（2015.2.1）東京

村瀬　訓生

3. THPの考え方と運動負荷試験の基礎
知識

健康測定実践セミナー
（2015.4.26）東京

村瀬　訓生

4. 運動負荷試験の実際（実習） 健康測定実践セミナー
（2015.4.26）東京

村瀬　訓生

5. 30代から始める 「内臓脂肪スリム大作
戦」

生活習慣病予防教室
（2015.5.20）立川

村瀬　訓生

6. 休日セミナー 「今から始めるメタボ対
策」

生活習慣病予防教室
（2015.7.5）立川

村瀬　訓生

7. 今からできる運動療法 第 8回城西ブロック糖尿
病教室（2015.7.26）東京

村瀬　訓生

8. THPの考え方と運動負荷試験の基礎
知識

健康測定実践セミナー
（2015.8.30）東京

村瀬　訓生

9. 運動負荷試験の実際（実習） 健康測定実践セミナー
（2015.8.30）東京

村瀬　訓生

10. 30代から始める 内臓脂肪スリム大作
戦 !！秋

生活習慣病予防教室
（2015.10.1）立川

村瀬　訓生

11. メディカルチェックの重要性 健康運動指導士養成講習
会（2015.10.10）東京

村瀬　訓生

12. 運動負荷試験の実際 健康運動指導士養成講習
会（2015.10.12）東京

村瀬　訓生

13. 健康づくり施策概論 I 健康運動実践指導者養成
講習会（2015.10.17）東
京

村瀬　訓生

14. 健康づくり施策概論 II 健康運動実践指導者養成
講習会（2015.10.17）東
京

村瀬　訓生

15. 運動・体力と健康との関係 ～どのく
らい運動したらいいの ?～

東村山市 60歳以上の体
力測定（2015.10.25）東
村山

村瀬　訓生

16. 動脈硬化性疾患予防の話－危険因子
と生活習慣－

東 村 山 市 講 演
（2015.10.29）東村山

村瀬　訓生

17. 今日からできる健康長寿のための運
動

東京医科大学市民公開講
座（2015.11.14）東京

村瀬　訓生

18. THPの考え方と運動負荷試験の基礎
知識

健康測定実践セミナー
（2015.12.6）東京

村瀬　訓生

19. 運動負荷試験の実際（実習） 健康測定実践セミナー
（2015.12.6）東京

村瀬　訓生
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法 医 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　以下の事項を学生が理解し，医師となった時に対応できるようにすることを目標としている。
　　　　　　　①医療現場において，死因究明が必要な異状死（外因死，不審死，虐待死，管理下の死亡等），診療関連死とは

何か，なぜ必要か。②医師が，医療・交通・労災等の事故の診療で求められる対応。③具体的な事例類型や状況
に即して，医師がとるべき対応，考慮すべき法，倫理規範。

「現 状 説 明」　講義においては，到達目標に掲げた事項について，社会・法の背景，具体的な事例を基にした考え方をていねい
に説明し，理解を深めるように指導している。特に，医師として，職業倫理とコンプライアンスの遵守の重要性
を具体的に説明できるように，指導に努めている。また，自主研究においては，本学・他大学で解剖見学をする
際，社会・法の背景を含めた死因究明の意義を説明している。一方，裁判所における医療裁判見学，日本医師会
総合研究所の見学においては，医療を取り巻く厳しい法的環境について実感してもらえるように努めている。

「点検・評価」　解剖後のレポートにおいて，到達目標に対する学生の理解を確認し，学科試験において，到達目標に対する理解
を試す問題を出題している。

「改 善 方 策」　講義において，演習的な要素を取り入れ，双方向的な授業を取り入れるようにすべきであり，学生の理解度を，
授業ごとに問うような取り組みをすべきである。

「目標・改善方策の達成度」　まだまだ，改善の余地がある。特に，講義中に質疑を重ねて理解を確認するとともに，学生の意識・
興味を喚起し，医療現場に出るときに実践できるようにしたい。

【研究】
「到 達 目 標」　解剖担当事例で感じた問題点を出発点とし，実務応用を目標とする研究を心がけている。従来から，ストレスと

突然死のメカニズムの解明を目標としている。現在は，危険ドラッグによる急死事例を端緒に，国立食品衛生研
究所，本学病態生理学分野と「ゼブラフィッシュを用いた危険ドラッグスクリーニングシステム構築に関する共
同研究」を始めており，この領域をリードできる研究拠点を本学につくりたい。一方，救急医療やその他の医療
が関連した死亡の解剖に関する事例検討会を続け，臨床医と法医の協力体制を強化し，情報の活用ができるよう
にする。

「現 状 説 明」　危険ドラッグの 1つにより容態が急変し救急医療を経て劇症型「横紋筋融解症」にて死亡した事例につき，診療
経過から死亡まで，症状，臨床検査所見，解剖所見，薬物分析を経時的・体系的に記録した症例報告を行った。
この薬物をゼブラフィッシュに投与したところ，横紋筋融解症を再現できたので，分子機構の解明を進め，既に，
最初の論文の執筆にとりかかっている。この研究課題に関して，「科学研究費一般 B」及び「科学研究費一般 C」
が採択されたので，研究機器を導入しつつある。また，別の危険ドラッグの作用について新たなデータを蓄積し
つつある。今後，本学病態生理学分野と国立食品衛生研究所を加えた研究チームにより，上記の共同研究につき，
ゼブラフィッシュを用いた危険ドラッグのスクリーニング，及び，病態解明に関する研究を推進したい。

「点検・評価」　 上記共同研究は独創的で，社会や医療に対する貢献も期待できるが，実験スペースが決定的に不足している。いっ
ぽう，医療が関連した死亡の解剖に関する事例検討会は，多くの救急医に支持されているが，法医の参加者が少
ない現状を打開しなければならない。現在，解剖に当たって，土曜日，病理解剖室を借りて解剖をしているため，
年間 40～50体しか症例を集めることができず，事例検討会の対象となる事例を集めることができない。

「改 善 方 策」　新たな実験スペースの確保が求められるが，改善方策を見出せない。法医解剖室を確保したい。
「目標・改善方策の達成度」　上記研究は，既に，成果に関する最初の論文の執筆を始めており，続けて実験結果を蓄積しながら，

論文を作成できる体制が固まりつつある。
　　　　　　　救急医療が関連した死亡の解剖に関する事例検討会は，日本救急医学会から大きな評価をえている。しかし，法

医解剖室を確保できないため，検討対象となる事例を集めるのに苦労している。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　解剖数を増やし，特に，八王子地域の死因究明に貢献できるようにしたい。
　　　　　　　医療事故調査制度の運用（解剖，学会活動）の支援・教育，刑事裁判における法医鑑定に関する評価等に十分貢

献したい。
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「現 状 説 明」　東京医大における法医解剖の実施は当分野の懸案であった。平成 26年 8月より，法医解剖を，病理解剖室にお
いて，土曜日限定で開始し，平成 28年 10月の時点で，100体の解剖を実施した。ただ，薬物検査，組織検査等
に要する機器，要員が欠けているため，外部委託を余儀なくされている。現在，八王子医療センターの法医解剖
の整備計画案を提出し，今後，実施の方向で進めていくつもりである。また，吉田は，日本臨床医学リスクマネ
ジメント学会理事長として，改正医療法による医療事故調査制度の円滑な遂行をはじめとする医療安全の遂行の
ための組織づくり，人材育成に努めている。東京都医師会が始めた医療事故調査制度においては，当教室で行っ
た解剖 2例が，第 1例，第 2例として取り上げられた。いっぽう，吉田は，裁判等における法医鑑定に関して，
助言，証言，文書作成を求められる機会が増えている。

「点検・評価」　土曜日，8割程度の解剖率を維持している。八王子医療センターの法医解剖の実施には，教室員不足から困難が
予想される。一方，医療事故における解剖等において，独自の解剖室がないため，随時の解剖要請に応じること
ができない。いっぽう，刑事裁判における法医鑑定に関する助言，証言，文書作成の機会が増えている。

「改 善 方 策」　新病院建設時には，法医解剖室の確保が必要である。また，八王子医療センターにおける法医解剖の実施には，
十分な予算措置，解剖　要員，検査　要員，検査機器の確保が求められる。

「目標・改善方策の達成度」　法医学分野の長年の懸案であった解剖が開始され，順調に行われている。八王子医療センター法医
解剖室の整備，要員の確保に向けて，関係諸方面に対する働きかけを強化したい。医療事故等の解剖，八王子地
域の死因究明は手つかずの状態である。

II.　学術論文
A1. Histopathological changes in cardiac 

muscle and adrenal cortex in autopsy 
cases of fatal hypothermia

Acta Crim Japon 81（5）：
140-147, 2015（IF=1.08）

Mizukami H,  Kobayashi M,  Hara S,  Mori S,  Kuriiwa F,  
Fukunaga T

2. A sudden cardiac death induced by silde-
nafi l and sexual activity in an HIV patient 
with drug interaction, cardiac repolariza-
tion, and arrhythmogenic right ventricular 
cardiomyopathy

International Journal of 
Cardiology 179：421-423, 
2015（IF=4.638）

Kobayashi M,  Takata Y,  Goseki Y,  Mizukami H,  Hara S,  
Kuriiwa F,  Fukunaga T*,  Yoshida K

3. Pulmonary Arterial Hypertension in Rats 
Due to Age-related arginase activation in 
intermittent hypoxia

Am J Respir Cell Mol Biol  
53（2）：184-192, 2015
（IF=4.082）

Nara A,  Nagai H,  Shintani-Ishida K,  Ogura S,  Shimo-
sawa T,  Kuwahira I,  Shirai M,  Yoshida K

4. Immobilization stress withβ2-adrenergic 
stimulation induces regional and transient 
reduction of cardiac contraction through 
Gi coupling in rats

Int Heart J HIV56：537-

543, 2015（IF=1.938）
Kuroda R,  Shintani-Ishida K,  Unuma K,  Yoshida K

5. Mitochondrial m-calpain opens the mito-
chondrial permeability transition pore in 
ischemia-reperfusion

Int J Cardiol 197：26-32, 
2015（IF=4.638）

Shintani-Ishida K,  Yoshida K

6. 内因性突然死例のアンギオテンシン
変換酵素（ASE）遺伝子多型の検索（第
2報）

DNA 多 型 23（1）：174-

176, 2015
水上　　創，小林　正宗，原　　修一，栗岩　ふみ，
吉田　謙一，森　晋二郎*，福永　龍繁*，永井　智紀*

7. 刺激伝導系心筋の走向に沿った組織
標本による観察法

法医病理 21（1）：11-16, 
2015

呂　　彩子*，影山　則正*，水上　　創，朝倉久美子*，
森　晋二郎*

8. 新医療事故調査制度の調査において
解剖が果たす役割

安 全 医 学 11（1-2）：
1-10, 2015

吉田　謙一

9. 近時の刑事事件における解剖所見の
重要性：窒息死について

判例時報 2254：（3-10）, 
2015

吉田　謙一

C1. A case of fatal intoxication due to the new 
designer drug 25B-NBOMe

Forensic Toxicol Case 
report, 2015

Yoshida K,  Saka K,  Shintani-Ishida K*,  Maeda H,  Naka-
jima M*,  Hara S,  Ueno M*,  Sasaki K*,  Iwase H*,  Sakamoto 
T*

2. An unusual　autopsy case of cytokine 
storm-derived influenza-associated 
encephalopathy without typical histopath-
ological fi ndings：autopsy case report

Am J Forensic Med Pathol 
2 0 1 5 ； 3 6（ 1 ）：3-5
（IF=0.794）

Nara A,  Nagai H,  Yamaguchi R,  Yoshida K,  Iwase H,  
Mizuguchi M*
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3. Near-miss of ruptured myocardial infarc-
tion and catheter ablation injury associ-
ated with lethal cardiac tamponade

Int J Cardiol 2015；201：
336-333（IF=4.638）

Nakajima M,  Takada A,  Maeda H,  Saito K,  Yoshida K

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 急性一酸化炭素中毒時のヒドロキシ
ラジカル生成における NADPH oxidase
の関与

第 99次日本法医学会学
術全国集会（2015.6.10）
高知

原　　修一，小林　正宗，栗岩　ふみ，池松　和哉*，
向井　敏二，水上　　創

2. 急性骨髄性白血病の一剖検例 第 99次日本法医学会学
術全国集会（2015.6.10）
高知

水上　　創，小林　正宗，森　晋二郎*，原　　修一，
栗岩　ふみ，福永　龍繁，吉田　謙一

3. 内因性急死例におけるメチレンテト
ラヒドロ葉酸還元酵素（MTHFR）遺
伝子多型の解析

第 99次日本法医学会学
術全国集会（2015.6.10）
高知

小林　正宗，水上　　創，原　　修一，栗岩　ふみ，
永井　智紀，森　晋二郎，福永　龍繁，吉田　謙一

4. 危険ドラッグ 25B-NBOMe中毒例に
おける血中濃度の経時測定

第 99次日本法医学会学
術全国集会（2015.6.10）
高知

坂　　幹樹，吉田　謙一，新谷　　香，前田　秀将，
中嶋　　信，原　　修一，岩瀬博太郎

5. インプラント事件の解剖と裁判から
見えること

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21）東京

吉田 　謙一，前田　秀将

6. 救急医療の法的問題を語ろう 救急医
療を経た司法解剖事例に対する問題

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21）東京

前田　秀将，辻村　貴子，中村　俊介，中田　一之，
澤野　　誠，佐々木勝教，池田　弘人*，中島　　勧，
吉田　謙一

7. 合成カンナビノイド成分を含む危険
ドラッグによる急死例

第 84回日本法医学会学
術 関 東 地 方 集 会
（2015.10.24）東京

前田　秀将，花尻　瑠理*，内山菜穂子*，小林　正宗，
栗岩　ふみ，永嶋瑛利香，原　　修一，吉田　謙一

8. 間欠的低酸素暴露は成長期ラット歯
槽骨の骨微細構造に影響を与える

第 74回日本矯正歯科学
会大会（2015.11.18）福
岡

大石　修史，清水　康広，細道　　純，金香　佐和，
渋谷　直樹，臼見　莉沙，隈　陽一郎*，中井　雄太，
鈴木　淳一，前田　秀将，吉田　謙一，小野　卓史

医療の質・安全管理学分野

【教育】
「到 達 目 標」　第一学年については early exposure として医療安全の現状を，第四学年については，医療安全の基礎となる報告

制度の考え方とリスクマネジメント概論，第六学年については，国家試験対策を踏まえ医療安全の全体を理解さ
せる。

「現 状 説 明」　第一学年では，「医師としての医療安全」の準備ともいえる「医学生としての安全管理」を講義した。第四学年
では，医療事故の原因について，人間工学的アプローチから多角的に説明した。第六学年では，医療事故の例を
挙げながら，国家試験に対応できる能力を身に着けさせた。

「点検・評価」　レポート，試験結果からは，概ね講義の目標は到達できたことが読み取れた。
「改 善 方 策」　医師に対する教育に取り組む必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　初期研修医に対する教育は，総合診療科と連携することでこれを行うことができた。後期研修医及

び中堅以上の医師に対する，医療安全に関する教育方法を工夫する必要がある。
【研究】
「到 達 目 標」　①これまで継続してきた医療事故の客観的分析と社会的責任の果たし方についての各種研究に関して，文部科学

研究と厚生労働科学研究の発展させた形式で応募する。医療事故加害者支援研究は初年度まとめて行う。医療安
全文化についての比較研究と剖検率向上のための諸因子研究については結果をまとめて学会発表を行う。②介入
が必要なインシデントレポートの基準作成を行う。
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「現 状 説 明」　①医療事故の包括的マネジメントの一つとして，事故発生後の適正な情報開示に関する研究について，文部科学
研究費を申請した。医療安全文化及び剖検率向上に関する論文については，日本医療・病院管理学会雑誌及び東
医大誌へ投稿した。②インシデントレポートの 1 次スクリーニングが，警鐘事例や重大事例に抽出において客観
性再現性に弱点がある事が明らかとなった。

「点検・評価」　①定期的に進捗状況の点検評価を行っている。②インシデントレポートの多量変数解析を行う予定である。
「改 善 方 策」　①診療科と共同研究が可能な研究テーマを取り扱う。② IT の利用による抽出基準のスコア化を試みる。
「目標・改善方策の達成度」　①麻酔科と共同で，医療機器のアラームに関する研究に関する科研費を獲得した。また，外科医の

振る舞い（NOTSS）に関する研究を，消化器外科と協力して進める準備ができた。②ビッグデータにつき未だ個々
の集積解析途中である。

【診療】
「到 達 目 標」　安全管理室の内部体制の整備を行い，全病院的に信頼される安全管理室となる。
「現 状 説 明」　病院内の，医療安全に関する組織の整備を行っている。
「点検・評価」　医療安全管理委員会の下にある各種委員会の規程を見直した。
「改 善 方 策」　「医療安全管理者」の業務を，より有効な内容に変化させる必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　平成 27年 9月頃までに，医療安全管理者の業務を見直すことができる見通しが立った。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　数少ない医療安全管理学講座として，医療安全の客観的分析について院内事故調査委員会などのコンサルテー

ション機能を果たす。
「現 状 説 明」　他院の事故等の分析に関して，コンサルテーション機能を果たすという目標は徐々に達成できている。
「点検・評価」　他院からの見学者を受け入れることで，一定の社会貢献はできたと考える。（東京大学公衆衛生大学院学生，東

京地方裁判所医療集中部裁判官等）
「改 善 方 策」　他院のコンサルテーションという到達目標には，改善の余地がある。平成 28年度は，実現可能性の高い「到達

目標」を設定する。
「目標・改善方策の達成度」　平成 28年度は，引き続き外部からの見学者を受け入れることで，社会貢献を果たしたい。

I.　著書
1. 医療行為に対する患者評価の基盤構
築に関する研究

財団法人政策医療振興財
団，医療の広場 55（4）：
9-12

藤澤　由和

2. 第三脳室底開窓術 南山堂，医学大辞典
20：1499

秋澤　忠男，三木　　保，他 48名

3. 人工脳脊髄液 南山堂，医学大辞典
20：1224-1225

秋澤　忠男，三木　　保，他 48名

4. 現代医療の社会学　日本の現状と課
題

世界思想社 6章（国家）：
116-135

藤澤　由和

5. 災害復興におけるソーシャル・キャピ
タルの役割とは何か－地域再建とレ
ジリエンスの構築－

ミネルヴァ書房 石田　　祐，藤澤　由和

II.　学術論文
A1. Introduction of the non-technical skills 

for surgeons（NOTTS）system in a Japa-
nese cancer

2016 Surgery Today DOI 
10.  1007/s00595-016-

1322-8

Tsuburaya A,  Soma T,  Yoshikawa T,  Cho H,  Miki T,  
Uramatsu M,  Fujisawa Y,  George Y,  Steven Y

2. Lethal ventricular tachycardia triggered 
after femoral fracture repair in an obese 
with insulin-resistant diabetes

Epub ahead of print DOI 
1 0 . 1 0 0 7 / s 0 0 4 1 4-0 1 6-

1392-6

Maeda H,  Uramatsu M,  Nakajima S,  Yoshida K

3. A Study of Social Innovation Concepts：
A Japanese Perspective

Japan Social Innovation 
Journal 5（1）：1-13

Fujisawa Y,  Isida Y,  Nagatomi S,  Iwasaki K

4. 心肺機能停止症例における蘇生後低
酸素脳症の急性期像及び中期的予後：
救急医療機関における 412CPR 症例分
析

脳死・脳蘇生 27：78-83, 
2015

大賀　　優，加藤　大地，青柳　　滋，原岡　　怜，
大橋　智生，中村　達也，斎田　晃彦，河野　道宏，
三木　　保
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5. 医療の質に関する情報が患者の医療
機関選択に与える影響に関する基礎
的知見の検証に関する研究

「経営と情報」静岡県立
大学・経営情報学部紀要
28：13-21, 2016

藤澤　由和，浦松　雅史，水野　信也，岩崎　邦彦

6. 動機づけ面接治療整合性尺度日本語
版（Motivational Interviewing Trearment 
Integrity 3.0 Japanese version）のトレー
ニングに関する予備的検討

行動療法研究 42（1）：
99-106

大坪　陽子，原井　宏明，稲垣　幸司，瀬在　　泉

7. 高齢者ケア分野におけるチームワー
ク構築の検討

経営と情報 27（2）：85-94 浦松　雅史，藤澤　由和

8. 日本への観光意欲の決定要因－アメ
リカ人を対象にしたアンケート調査
による実証分析－

日本国際観光学会論文集
22：109-114

石田　　祐，宮錦　三樹，岩崎　邦彦，藤澤　由和

C1. 術前脳内悪性リンパ腫の診断にて神
経内視鏡生検術を行った高齢者膠芽
種の 3例

Geriatric Neurosurgery 
27：35-39, 2015

岡田　博史，秋元　治朗，中島　伸幸，冨田　丈博，
三木　　保，河野　道宏

D1. クモ膜嚢胞の治療 Clinical Neuroscience 33：
418-411, 2015

深見真二郎，中島　伸幸，冨田　丈博，三木　　保

III.　学術刊行物
A1.「大規模ネットワーク AHPを用いた
「医療の質」に関わる情報が患者の医
療機関選択に与える影響に関する検
証」

厚生労働省科学研究費補
助金　地域医療基盤開発
推進研究事業「大規模
ネットワーク AHPを用
いた「医療の質」に関わ
る情報が患者の医療機関
選択に与える影響に関す
る検証」　平成 27年度総
括・分担研究報告書

藤澤　由和，岩崎　邦彦，水野　信也，浦松　雅史

2. 医療情報が患者の受療行為に与える
影響に関する基礎的検証に関する研
究

厚生労働省科学研究費補
助金　地域医療基盤開発
推進研究事業「大規模
ネットワーク AHPを用
いた「医療の質」に関わ
る情報が患者の医療機関
選択に与える影響に関す
る検証」　平成 27年度総
括・分担研究報告書　
A4 版　 全 38 項　pp. 
21-31

藤澤　由和，浦松　雅史，水野　信也，岩崎　邦彦

3. 患者による医療評価と医療機関選択
を促進するための仕組み作りに関す
る研究

厚生労働省科学研究費補
助金　地域医療基盤開発
推進研究事業「大規模
ネットワーク AHPを用
いた「医療の質」に関わ
る情報が患者の医療機関
選択に与える影響に関す
る検証」　平成 27年度総
括・分担研究報告書 A4
版　全 38項　pp. 32-37

浦松　雅史，藤澤　由和
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4. WHOのチェックリストを用いた日本
版「手術安全簡易評価システム」の開
発と適応に関する研究

厚生労働科学研究費補助
金　地域医療基盤開発推
進 研 究 事 業「WHO の
チェックリストを用いた
日本版「手術安全簡易評
価システム」の開発と適
応に関する研究」平成
26年度総括・分担研究
報告書　A4 全 101項：
5-11

兼児　敏浩，藤澤　由和

5. WHOのチェックリストを用いた日本
版「手術安全簡易評価システム」の開
発と適応に関する研究

厚生労働科学研究費補助
金　地域医療基盤開発推
進 研 究 事 業「WHO の
チェックリストを用いた
日本版「手術安全簡易評
価システム」の開発と適
応に関する研究」平成
25-26年度総括研究報告
書　A4 全 87項：5-9

兼児　敏浩，藤澤　由和

B1. 医療安全文化への道 （公）東京都医師会　東
京都医師会雑誌 68（1）：
10-12, 2015

三木　　保

2.「手作りの医療安全」～医療事故を風
化させないために～

医療過誤原告の会　会報
37：22-28, 2015

三木　　保

3. 成人の慢性硬膜下血腫をみる 日本医事新報社　日本医
事新報 4757：17-31, 2015

三木　　保

4. 水頭症の内視鏡下手術 日本医師会雑誌144（9）：
1850-1851, 2015

三木　　保

5. 大学病院副院長就任のご挨拶 東京医科大学報 583：9 三木　　保

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Team STEPPS Master Training Team STEPPS Master 

Tra in ing（2015 .3 .26）
University of Washington

浦松　雅史

2. Team STEPPS Master Training Team STEPPS Master 
Tra in ing（2015 .3 .27）
University of Washington

浦松　雅史

3. Teach for UCSF Pianning Scenario-based 
Simulations Challenges in Clinical Teach-
ing Setting Goals and Expectations for 
Clinical Learners

UCSF　Parnassus Campus 
M e d i c a l  S c i e n c e
（2015.3.29）San Fran-

cisco

浦松　雅史

4. Education Showcase Planary Session The 
Ethical Imperative to terach Critical 
Thinking UCSF Education Sowcase and 
Go Networking Lunch March 30

UCSF Parnassus Campus 
M e d i c a l  S c i e n c e
（2015.3.30）San Fran-

cisco

浦松　雅史

5. Ensuring Quality in Direct Observations 
of Learners Meeting Management Ideas 
for Eff ective Educational Lerdership

UCSF Parnassus Campus 
M e d i c a l  S c i e n c e
（2015.3.31）San Fran-

cisco

浦松　雅史
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6. TeamSTEPPS National Conference TeamSTRPPS National 
Conference（2015.6.6-18）
The westin Denver Down-
town

浦松　雅史

7. Expression of relation of medical institu-
tions and the simulation of the relation 
recovery for disaster

2015 International Confer-
ence on Modelling and 
Simulation：Techniques 
a n d  A p p l i c a t i o n s
（2015.6.29）Bangkok, 

Thailand

Mizuno S,  Fujisawa Y,  Seki M,  Kakehi A

8. Construction of an assessment system for 
Non-technical skills for surgeons and 
analysis

The 23rd International 
Conference on Production 
R e s e a r c h（2 0 1 5 . 8 . 4）
Manila, Philippine

Mizuno S,  Fujisawa Y,  Uramatsu M

国内学会
A1. 医療安全の歴史的背景と法的知識に
ついて

医療対話推進者研修会講
師（2015.1.11）名古屋

浦松　雅史

2. 東京医大の医療安全への取り組み 初期研修医医療安全研修
講義（No.19）（2015.1.26）
東京

三木　　保

3. 医療安全における組織的対応 静岡県立大学看護学部特
別講義（2015.2.6）静岡

三木　　保

4. 経験した医療事故を風化させない為
に，医療の現場に安全文化を！

東京医科大学病院　多職
種合同研修会（2015.2.21）
東京

三木　　保

5. 東京医科大学病院の医療安全に対す
る取り組み

平成 26年度司法研修所
医療基礎研究会医療現場
研修（2015.2.26）東京

三木　　保

6. CVラインの医療事故から学んだ医療
安全－東京医科大学病院 CVラインセ
ンターの取り組み－

日本医療機能評価機構主
催平成 26 年 度 第 3 回
CVC 研 修 会 講 師
（2015.2.27）東京

三木　　保

7. 東京医科大学虐待防止委員会の活動
状況について：頭部外傷を中心に

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.6）徳島

秋元　治朗，福原　宏和，川島　尚志，藤平　輝明，
宮崎歌代子，三木　　保

8. 東京医大の医療安全への取り組み 初期研修医医療安全研修
講義（No.20）（2015.3.9）
東京

三木　　保

9. 院内医療安全体制について 東京医科大学病院新入職
員オリエンテーション
（2015.4.1）東京

三木　　保

10. 本邦の神経内視鏡手術の歩みと安全
な手術の心得

第 24回中部神経内視鏡
研究会（2015.4.24）金沢

三木　　保

11. 神経内視鏡の基本的手技 平成 27年第 1回日本神
経内視鏡学会技術認定制
度委員会主催講習会講師
（2015.5.7）東京

三木　　保

12. 医療安全と組織的対応 静岡県立大学経営情報学
部経営情報学科「政策過
程論」講義（2015.5.20）
静岡

浦松　雅史
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13. 医療現場に安全文化を！ 東京女子医科大学医学部
教 授 会 FD 講 演 会
（2015.5.22）東京

三木　　保

14. 東京医大の医療安全への取り組み 初期研修医医療安全研修
講義（No.21）（2015.6.22）
東京

三木　　保

15. 医療安全の歴史的背景と法的知識に
ついて

医療対話推進者研修会講
師（2015.7.19）東京

浦松　雅史

16. 当院でおこなっているM & M（mortal-
ity & morbidity）検討会の意義と実状

一般社団法人日本臨床医
学リスクマネジメント学
会　医療安全管理者養成
研修（医療安全セミナー）
（2015.7.24）東京

三木　　保

17. 東京医大の医療安全への取り組み 初期研修医医療安全研修
講義（No.22）（2015.7.28）
東京

三木　　保

18. 経験した医療事故を風化させない為
に医療の現場に安全文化を！

第 10回医療安全誓いの
日～メモリアルデー～特
別講演（2015.8.1）東京

三木　　保

19. CVラインの医療事故から学んだ医療
安全－東京医科大学病院 CVラインセ
ンターの取り組み－

交易社団法人日本麻酔科
学会関東甲信越・東京支
部第 55回合同学術集会　
専門医共通講習安全講習
会（2015.9.5）

三木　　保

20. CVラインの医療事故から学んだ医療
安全－東京医科大学病院 CVラインセ
ンターの取り組み－

日本医療機能評価機構主
催平成 27 年 度 第 2 回
CVC 研 修 会 講 師
（2015.9.18）東京

三木　　保

21. 東京医大の医療安全への取り組み 初期研修医医療安全研修
講義（No.23）（2015.9.28）
東京

三木　　保

22. 医療安全総論 平成 27年東京大学大学
院医学系研究科　公共健
康医学専攻　医療安全管
理学実習講義（2015.9.29）
東京

三木　　保

23. 冊子形式同意書の有用性と問題点 第 76回日本脳神経外科
学会（2015.10.15）愛知

大橋　智生，柳田　国夫，来田　浩親，三木　　保

24. 東京医大の医療安全への取り組み 初期研修医医療安全研修
講義（No.24）（2015.10.19）
東京

三木　　保

25. 医療事故調査制度について 平成 27年度　第 2回東
京医科大学病院　医療安
全研修会講演（2015.11.9-

13）東京

三木　　保

26. CVラインの医療事故から学んだ医療
安全－東京医科大学病院 CVラインセ
ンターの取り組み－

日本医療機能評価機構主
催平成 27 年 度 第 3 回
CVC 研 修 会 講 師
（2015.11.13）東京

三木　　保
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27.「動機づけ面接」～禁煙支援スキルと
して～

千葉県特定健診・特定保
健指導人材育成研修会
（実践者スキルアップ研
修会）講師（2015.11.19）
千葉

大坪　陽子

28. 東京医大の医療安全への取り組み 初期研修医医療安全研修
講義（No.25）（2015.11.29）
東京

三木　　保

29. 医療機関における組織－病院とはど
んな所か ?－

静岡県立大学経営情報学
部経営情報学科講義
（2015.12.17）静岡

浦松　雅史

30. 東京医大の医療安全への取り組み 初期研修医医療安全研修
講義（No.26）（2015.12.21）
東京

三木　　保

B1. 医療情報が患者の医療機関選択に与
える影響分析

「大規模ネットワーク
AHPを用いた「医療の
質」に関わる情報が患者
の医療機関選択に与える
影響に関する検証」班会
議（2015.1.25）東京

浦松　雅史

2. メンタリングにおける e-learningの活
用

e-learning学会第 17回学
術講演会（2015.2.28）東
京

篠原　美樹，水野　信也，藤澤　由和，浦松　雅史

3. 医療の安全と不安全 医心会例会（2015.2.28）
静岡

浦松　雅史

4. 医療従事者のリスク管理について LUMIOULSE Forum 2015
（2015.3.7）群馬

浦松　雅史

5. ソーシャルキャピタルの表現と解析
基盤構築

経営情報学会 2015年春
季全国研究発表大会
（2015.5.30）千葉

窪田　龍吾，水野　信也，藤澤　由和

6. 学生情報の地理的情報利用と学生募
集活動への活用

日本オペレーションズ・
リサーチ学会 2015年秋
季研究発表会（2015.9.10）
福岡

水野　信也，垣東　秀夫，望月　絵理，藤澤　由和，
八卷　直一

7. 医療事故の原因分析と対策立案につ
いて

東京医科大学医療安全推
進 委 員 会 講 義
（2015.10.13）東京

浦松　雅史

8. 医療事故の原因分析と対策立案につ
いて

東京医科大学医療安全推
進 委 員 会 講 義
（2015.10.28）東京

浦松　雅史

9. ヘルスプロモーション分野における
「動機づけ面接」（MI）の有用性-RCT
の検討より

第 74回日本公衆衛生学
会総会（2015.11.6）長崎

瀬在　　泉，大坪　陽子，大野　佳子，北田　雅子，
三瓶舞紀子

10. 当院の安全管理体制について 平成 27年度指導医ワー
クショップ（2015.11.13）
東京

浦松　雅史

11. 現場の医療職がインシデントレポー
トを書くということ

第 10回医療の質・安全
管 理 学 会 学 術 集 会
（2015.11.23）千葉

大坪　陽子
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12. 医療安全文化を醸成するために何が
必要ですか ?

全国自治体病院協議会　
医療安全管理者養成研修
会管理コース（2015.12.7）
東京

浦松　雅史

V.　学術関連広報活動およびその他
B1.「高度医療安全置き去り」 読売新聞　3面　13版総

合（2015.5.1）
三木　　保

2.「安心して病院に掛かって頂くため
に」～患者さんと作る安心で安全な医
療～

第 97回東京医科大学病
院　市民公開講座　東京
（2015.5.25）

三木　　保

3.「安心して病院に掛かって頂くため
に」～患者さんと作る安心で安全な医
療～

第 20回慶友祭市民講座　
茨城（2015.10.18）

三木　　保

医 学 教 育 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　2014年度の第 1学年から，段階的に新カリキュラムを導入した。新カリキュラムにおける第 1学年は，アーリー・

エクスポージャーとして，「早期臨床体験実習」や「症候学入門」など，医学に接する内容を格段に増加させて
いる。全学的に新カリキュラムを浸透させ，教育到達目標に向かい，完成年度まで着実に実行していく必要があ
る。さらに，国際基準に基づく認証評価制の受審にむけ，学内の体制を改良していく。なかでも，教育 IRによ
るカリキュラムの評価・点検に関する仕組みづくりを整備することが喫緊の課題である。

　　　　　　　平成 28年度 4月に発表された，中長期計画の教育ビジョンと具体的な計画に基づき，予定された内容を実行す
るとともに，現状に応じて見直しを図る。

「現 状 説 明」　新カリキュラムを，第 1学年と第 2学年に導入することができた。診療参加型臨床実習を 3か月に延長し，評価
として Post C.C. OSCEを初めて導入した。

　　　　　　　講義の対象は，医学部のみならず，修士および博士課程の大学院生，看護学校，医学部看護学科におよぶ。職員
に対しては年 2回の Advanced WSに加え，主任教授対象WS，および各種ミニ FDなどを開催している。

　　　　　　　e-learningおよびポートフォーリオを全国に先駆け，医学科と看護学科に導入した。また，各講義担当者との協
力のもと，eラーニング教材作成が活発化し，学生の能動的学習の促進に寄与している。

　　　　　　　国際交流では，海外の提携校を増やし，相互の学生交流を推進している。本年度は 19名を海外での臨床実習に
派遣し，海外から 14名を正規の交換留学生として受け入れた。

　　　　　　　医学教育分野別評価において，自己点検書を医学教育分野別評価評価・点検・改善委員会と協働し，主導して作
成している。

　　　　　　　中長期計画策定における，「教育」領域を主導して作成した。
「点検・評価」　新カリキュラムの導入を計画通り遂行している。
　　　　　　　新病院における学生の学習環境の整備，ICT活用教育を推進するためのインターネットの環境の向上など，新た

な講義形態を見据えた新病院や教室の整備をする必要がある。
　　　　　　　事務（学務課）との協働や連絡体制が不充分であり，教育内容の向上・発展のために同調した施策の実施が不可

欠である。
　　　　　　　医学教育分野別評価の準備が予定通り進行している。
　　　　　　　中長期計画の教育の領域を策定することができた。
「改 善 方 策」　医学教育分野別認証評価の受審の準備そのものが，本学における医学教育の質の向上につながるよう，改善と改

革を効率良く継続していきたい。さらに，法人として推進している中長期計画で定められる教育内容を，着実に
実行に移す。

　　　　　　　医学教育分野別評価で指摘された内容を，医学教育分野別評価評価・点検・改善委員会や医学教育推進センター
と協働し，一つ一つ改善する。

　　　　　　　新カリキュラムに関し，外部委員（第三者委員）に検証を受ける。提案された意見は速やかに改良する。
　　　　　　　新カリキュラムの検証に，教育の専門家の参画を図る。
　　　　　　　事務（学務課）との連絡を密にし，教育内容を広げたい。
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「目標・改善方策の達成度」　医学教育分野別認証評価の受審を全学的に進める体制を構築することができた。新病院における教
育の関与や，教育研究棟（自主自学館）の教育基盤については，必要な整備がなされたとは判断しがたい。診療
参加型臨床実習において，学生に IP電話を貸与できたが，全員ではない。

　　　　　　　新カリキュラムの導入において目標としたうち，アーリー・エクスポージャー，シミュレーション教育，ICT活
用教育および診療参加型臨床実習の導入についてはある程度成果を上げることできた。科目の水平的・垂直的統
合や，見学型臨床実習の縮小，学生のカルテ記載，診療参加型臨床実習における評価などについては課題が残る。

【研究】
「到 達 目 標」　医学教育に関する様々な研究を展開し，本学の医学教育活動の推進に寄与すると共に医学教育学の発展に貢献す

る。
「現 状 説 明」　2名目の社会人大学院生が医学教育学で博士号を授けた。本年は，文部科学省の科研費補助金では，基盤研究（C）

4件を獲得した。学会発表や英文論文 1編を含む研究論文の掲載も増加している。研究に関する勉強会を毎週金
曜日に開催している。医学会総会では，学生の国際交流に関する演題を英語での発表として，ポスターの作成や
発表の指導をした。

　　　　　　　一人が，日本医学教育学会認定，「医学教育専門家」として認定された。
「点検・評価」　科研費を得た研究は，確実に遂行するとともに，更に本年不採用であった研究は来年度は採択されるよう準備す

る。
「改 善 方 策」　本年は教員による，国際学会での発信や英文論文の発表を目標としている。他大学との共同研究および海外を含

む先進的な研究機関への視察なども推進する。
「目標・改善方策の達成度」　大学院生に学位を授与できたこと，科研費を一定数獲得できたことは評価される。英文論文の原著

を成果として残していないことが反省点である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　医学教育の研究や改革を通じ，本学のみならず本邦ならびに世界の医学教育の発展に寄与することにより，社会

に貢献する。さらに一般社会に対し，医師の質を保証すると共に教育内容を十分に情報発信することにより，医
科大学として社会への責任を果たす。

　　　　　　　医学教育分野別評価の受審を通じてその評価を公表し，もって医学教育の質を保証すると共に医科大学として社
会への責任を果たす。

「現 状 説 明」　本学のカリキュラムが世界的に質保証されたものであることを，社会に発信できるよう，準備をしている。それ
に先立ち，グローバルスタンダードに則った新カリキュラムに 2014年度から移行した。医学教育分野別評価を
2016年 9月に受審する。その準備を通じて，ホームページの充実など，教育内容をこれまでより広く公開して
いる。

　　　　　　　中長期計画の教育領域についても，全文をホームページにおいて公開している。
　　　　　　　MEDC（医学教育共同利用拠点岐阜大学 医学教育開発研究センター）と共同開催で，本学の教育内容を広く本

邦の医学教育学者に公開するセミナーとワークショップを計画している。
「点検・評価」　教育内容の改善やグローバル化した本学の医学教育について，社会に向けたより広範囲で詳細な情報開示を積極

的に実行する必要がある。
「改 善 方 策」　研究活動の成果を各種の社会貢献活動に反映させると共に，当講座のホームページなどを通して，これらの活動

の成果を広く広報する。
「目標・改善方策の達成度」　医学教育分野別評価については，本邦の医科大学の中では，先進的に取り組んでいるといえる。そ

の内容の公開や改善により，社会的な信頼を達成することが今後は必要である。

I.　著書
1. エッセンシャル臨床シミュレーショ
ン医療教育

篠原出版新社，177-241, 
263-290

監訳：奈良　信雄，石川　和信，泉　　美貴，他訳

II.　学術論文
A1. Japanese version of the Munich Parasom-

nia Screening：translation and linguistic 
validation of a screening instrument for 
parasomnias and nocturnal behaviors

Neuropsychiatric Disease 
and Treatment （11）：
2 9 5 3-2 9 5 8 ,  2 0 1 5
（IF=1.741）

Komada Y,  Breugelmans R,  Fulda S, Nakano S,  Wata-
nabe A,  Noda C,  Nishida S,  Inoue Y
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2. Consensus Paper：Neuroimmune mecha-
nisms of cerebellar ataxias

Cerebellum 2015 March 
31；DOI 10.1007/s12311-

015-0664-x（IF=2.717）

Mitoma H,  Adhikari K,  Aeschlimann D,  Chattopadhyay 
P,  Hadjivassiliou M,  Hampe CS,  Honnorat J,  Joubert B,  
Kakei S,  Lee J,  Manto M,  Matsunaga A,  Mizusawa H,  
Nanri K,  Shanmugarajah P,  Yoneda M,  Yuki N

3. Disease-specifi c monoclonal antibodies 
targeting glutamate decarboxylase impair 
GABAergic neurotransmission

Front Behav Neurosci 2015 
March 27；9：78. DOI 
10.339/fi nbeh. 2015. 078.
e C o l l e c t i o n  2 0 1 5
（IF=3.27）

Manto M,  Honnorat J,  Hampe CS,  Guerra-Narbona R,  
López-Ramos JC,  Delgado-García JM,  Saitow F,  Suzuki 
H,  Yanagawa Y,  Mizusawa H,  Mitoma H

4. Eff ect of age, gender, and walkway length 
on accelerometry-based gait parameters 
for healthy adult subjects

J Mech Med Biol 2015；
D O I  1 0 . 1 1 4 2 /
S 0 2 1 9 5 1 9 4 1 6 5 0 0 2 9 9 .
（IF=0.731）

Yoneyama M,  Mitoma H,  Hayashi A

5. Ambulatory Gait Behavior in Patients 
with Dementia：A Comparison with Par-
kinson's Disease

IEEE Trans Neural Syst 
Rehabil Eng 2015；DOI 
o r g / 1 0 . 1 1 0 9 /
TNSRE.2015.2477856.
（IF=2.583）

Yoneyama M,  Mitoma H,  Higuma M,  Sanjo N,  Yokota 
T,  Terashi H

6. Guidelines for treatment of immune-
mediated cerebellar ataxias

Cerebellum Ataxias. 2015 
Nov 10；2：14. doi：
1 0 . 11 8 6 / s 4 0 6 7 3-0 1 5-

0034-y

Mitoma H,  Hadjivassiliou M,  Honnorat J

7. Overlooked Holmes’ clinical signs：
reevaluation by recent physiological fi nd-
ings

Cerebellum Ataxias. 2015 
Nov  6；2：13 .  do i：
1 0 . 11 8 6 / s 4 0 6 7 3-0 1 5-

0033-z

Ihikawa T,  Kakei S,  Mitoma H

8. Simple & Eff ective Medical WritingMi-
crosoft Word tips for medical Writing 
-Part 1 ：Style and formatting

日本胸部臨床 9（74）：
996-1004, 2015

Rブルーヘルマンス

9. Microsoft Word tips for medical writing-

Part 2：Language settings and spell 
checking

日本胸部臨床 11（74）：
1246-1254, 2015

Rブルーヘルマンス

10. 日本医学英語教育学会医学教育のグ
ローバルスタンダードに対応するた
めの医学英語教育ガイドライン

Journal of Medical English 
Education 14（3）：130-

142, 2015

福沢　嘉孝，一杉　正仁，石井　誠一，亀岡　淳一，
建部　一夫，高田　　淳，服部しのぶ，廣川慎一郎，
森　　　茂，守屋　利佳，Rブルーヘルマンス，
吉岡　俊正

11. 意見：全国医学部の eポートフォリオ
利用状況調査い

医 学 教 育 46（5）：443-

446, 2015
門川　俊明，Rブルーヘルマンス，淺田　義和，
平形　道人

B1. 第 18章皮膚　4．日光角化症　5．脂
腺癌　6．乳房外 Paget病

病理と臨床 33：291-293, 
2015

泉　　美貴

C1. 診断に苦慮した乳輪部に発生した巨
大尖圭コンジローマの 1例

診 断 病 理 32（2）：159-

163, 2015
諸橋　聡子，吉澤　忠司，泉　　美貴，他 5名

2. Birt-Hogg-Dube症候群の 1例 臨床皮膚科 69（6）：393-

396, 2015
浅見　友梨，清水　　真，泉　　美貴，他 8名

III.　学術刊行物
B1. ラボクイズ　1月号の解答と解説 検査と技術 43（2）：163, 

2015
泉　　美貴

2. 女性のキャリア形成に “楽天的な姿
勢”が重要

Medical Tribune Pro（イ
ンターネット）

泉　　美貴
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Assessment criteria for skills assessment 

with a fundus simulator on the basis of 
receiver operating characteristic curves

12th Asian Pacifi c Medical 
Education Conference & 
3rd International Confer-
ence on Faculty Develop-
ment in the Health Pprofes-
sions（2015.2）Singapore

Akaishi Y,  Otaki J,  Harada Y,  Breugelmans R,  Hirayama 
Y,  Izumi M

2. Feasibility of student-generated e-learn-
ing content authoring as and for learning 
in medical education

12th Asian Pacifi c Medical 
Education Conference & 
3rd International Confer-
ence on Faculty Develop-
ment in the Health Pprofes-
sions（2015.2）Singapore

Breugelmans R,  Komoda T,  Yukawa H,  Izumi M

3. Educational Disparity and Medical School 
Entrance Examination：A Report of Inter-
national Synposium on"Medical School 
Entrance Examination：challenges and 
reforms

WONCA-APR（2015.3） Otaki J,  Nagata-Kobayashi S,  Izumi M,  Komoda T

国内学会
A1. 女性医師－結婚－子育てどんとこ
い！

神戸大学附属病院 D&M 
plusブラッシュアップセ
ンター主催「なでしこ女
性医師養成コースシンポ
ジウム」（2015.2.19-20）
神戸

泉　　美貴

2. 扁平苔癬および類縁疾患の病理診断
－扁平苔癬を考える－

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

泉　　美貴

3. 受診頻度の高い 3大良性腫瘍　脂漏性
角化症　粉瘤　色素性母斑をトータ
ルに学ぼう

第 114回日本皮膚科学会
総会（2015.5.29-31）横
浜

泉　　美貴

4. 付属器腫瘍の診断のコツ 第 114回日本皮膚科学会
総会（2015.5.29-31）横
浜

泉　　美貴

5. メラノサイト系病変の病理診断 ABC 第 69回筑後皮膚科医会
（2015.6.16）福岡

泉　　美貴

6. 英語コメンテーターとして特別発言
（36人の研究者の発表に対する個別の
コメント）

第 61回国際外科学会日
本部会総会（2015.6.20）
東京

Rブルーヘルマンス

7. 脂漏性角化症の病理診断 第 30回ゐのはな皮膚科
セミナー（2015.7.9）　千
葉

泉　　美貴

8. シンポジウム 13　医学教育で使える e
ラーニングの考え方と実際　特別発
言日本医学教育学会会員のための e
ラーニング教材作成・共有ツール

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

Rブルーヘルマンス

9. 毛嚢系疾患の皮膚病理診断 長崎皮膚腫瘍研究会
（2015.8.1-2）長崎

泉　　美貴
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10.「病理医として生きる」 先輩医師が語
るその魅力と醍醐味 ～医師となる魅
力，病理医となる魅力とは～

日本病理学会中国四国支
部主催第 16回病理夏の
学校（2015.8.23-24）島
根

泉　　美貴

11. 皮膚科領域における病理診断，基本の
基本

神戸大学（2015.10.6-7）
神戸

泉　　美貴

12. 女性医師としてキャリアを成功させ
るコツ！

茨城県医師会　男女共同
参 画 フ ォ ー ラ ム
（2015.11.15）茨城

泉　　美貴

13. 英語コメンテーターとして特別発言
（イングリッシュコンペティションの
発表に対する個別のコメントおよび
評価）

第 19回日本顎顔面イン
プラント学会学術大会
（2015.11.28-29）神奈川

Rブルーヘルマンス

B1. A case of Birt-Hogg-Dube syndrome 第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

森谷　鈴子，水野　秀紀，岩越　朱理，長谷川正規，
市原　　周，浅見　友梨，黒田　直人，泉　　美貴

2. 乳輪部に生じた巨大尖圭コンジロー
マの一例

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

諸橋　聡子，平井　秀明，羽賀　敏博，吉澤　忠司，
清野　浩子，呉　　雲燕，泉　　美貴，鬼島　　宏

3. 悪性黒色腫との鑑別が困難な，慢性刺
激による掌蹠の異型母斑細胞性母斑
の提唱

第 42回皮膚かたち研究
学術大会（2015.6.21）東
京

泉　　美貴

4. 症例提示の指導に SNAPPSあるいは
six microskillsを用いることで生じる
学習課題の違いに関する検討

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

関　　正康，大滝　純司，小林志津子，菰田　孝行，
Rブルーヘルマンス，小此木英男，大野　岩男，
赤石　　雄，原田　芳巳，平山　陽示，泉　　美貴

5. 臨床シミュレーション教育の活用は
医学生の自己評価を高めるか ?

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

小松　弘幸，石川　和信，首藤　太一，阿部　恵子，
藤崎　和彦，吉田　素文，大槻　眞嗣，泉　　美貴，
鈴木敬一郎，石川　鎮清，廣橋　一裕

6. キャリアを形成した 20人の女性医師
へのインタビュー調査（第 2報）～成
功に必要な要素とは何か～

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

泉　　美貴，小林志津子，檜垣　祐子

7. 全国医学部の eポートフォリオ利用状
況調査

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

門川　俊明，Rブルーヘルマンス，淺田　義和，
平形　道人

8. プレゼンテーション演習における相
互評価と自己評価紙ベースからオン
ライン評価へ

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

青木　昭子，Rブルーヘルマンス，泉　　美貴，
菰田　孝行

9. 症例提示の指導に SNAPPSあるい six-
microskillsを用いることで生じる学習
課題の違いに関する検討

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

関　　正康，大滝　純司，小林志津子，菰田　孝行，
Rブルーヘルマンス，小此木英男，大野　岩男，
赤石　　雄，原田　芳巳，平山　陽示，泉　　美貴

10. 医学部学生の地域医療実習における
健診施設の役割について

第 56回日本人間ドック
学会総会（2015.7.30-31）
横浜

春日　郁馬，久保　田要，森田　大児，河村　一太，
前澤　浩美，平良　美香，奥山あゆみ，高橋　大輔，
菰田　孝行，泉　　美貴

11. 学生目線の eラーニング教材作成への
取り組み

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

後藤　悠史，平澤　智明，中村浩太郎，木村　　信，
泉　　美貴，Rブルーヘルマンス，油川ひとみ

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 医学英語の基礎 日本科学技術連盟第 14

回メディカルライティン
グ教育コース（2015.1.9）
東京

Rブルーヘルマンス
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2. 東京医科大学における 6年一貫 eポー
トフォリオへの挑戦

医学教育 eポートフォリ
オワークショップ 2015
（2015.2.14）東京

Rブルーヘルマンス

3. ITが苦手でも簡単に作れるインタラ
クティブな eラーニング教材

第 4回　東京医科大学 e
ラーニングシンポジウム
（2015.2.21）東京

Rブルーヘルマンス

4. 英語論文執筆のスキルアップ 倉敷中央病院英語論文執
筆セミナー（2015.2.27）
倉敷

Rブルーヘルマンス

5. 英語論文執筆と校閲 倉敷中央病院英語論文執
筆 ワ ー ク シ ョ ッ プ
（2015.2.27）倉敷

Rブルーヘルマンス

6. What language professionals need to 
know about wrinting for publication in 
biomedical journals

第 4回西日本医学英語勉
強会（2015.2.28）広島

Rブルーヘルマンス

7. 東京医科大学における ICT活用教育
の三つの柱～LMS, eポートフォリオ，
eコンテンツ

文部科学省大学間連携共
同教育推進事業昭和大学
教育セミナー（2015.3.11）
東京

Rブルーヘルマンス

8. 知っておきたい英語での論文執筆と
口頭発表のコツ The dos ando don’ts of 
oral presentations

日本医学英語教育学会ト
レーニングセミナー
（2015.3.22）東京

Rブルーヘルマンス

9. グローバルに通じるプレゼンテー
ション術

第 88回日本内分泌学会
学術総会（2015.4.25）東
京

Rブルーヘルマンス

10. カバーレターの書き方と査読結果へ
の対応

日本メディカルライター
協会第 5回メディカルラ
イティング上級講座
（2015.6.11）東京

Rブルーヘルマンス

11. 医学教育アドバンストワークショッ
プ

第 24回　東京医科大学
医学教育アドバンスト
ワ ー ク シ ョ ッ プ
（2015.7.5）東京

Rブルーヘルマンス

12. 医学教育のグローバルスタンダード
に対応するための医学英語教育ガイ
ドライン作成（最終報告

第 18回日本医学英語教
育学会学術大会集会
（2015.7.19）岡山

福沢　嘉孝，一杉　正仁，石井　誠一，亀岡　淳一，
建部　一夫，高田　　淳，服部しのぶ，廣川慎一郎，
森　　　茂，守屋　利佳，Rブルーヘルマンス，
吉岡　俊正

13. 英語メディカルライティングの基礎 日本メディカルライター
協会第 11回メディカル
ライティング基礎講座
（2015.9.15）東京

Rブルーヘルマンス

14.「簡単にできちゃう！ eラーニング教
材」

日本医学教育学会　広
報・情報基盤開発委員会
主催ワークショップ
（2015.10.9）東京

Rブルーヘルマンス

15.「簡単にできちゃう！ eラーニング教
材」Xerteを使って教材を作る

日本医学教育学会　広
報・情報基盤開発委員会
主催ワークショップ
（2015.10.9）東京

Rブルーヘルマンス
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16. 東京医科大学における ICT活用教育
の三つの柱～LMS，eポートフォリオ，
eコンテンツ～

第 30回東海大学医学部
卒前医学教育ワーク
ショップ（2015.11.5）神
奈川

Rブルーヘルマンス

17. 医学英語の基礎 日本科学技術連盟第 15
回メディカルライティン
グ教育コース（2015.12.8）
東京

Rブルーヘルマンス

国際医学情報学分野

【教育】
「到 達 目 標」　①卒前教育（第 3・4学年医学英語）においては，外国人患者や医療関係者ときちんとした対応が英語でできる

医師の育成を目指す。英語での読解力・口頭発表方法・医療面接の基礎および表現力を身につける。②大学院で
は英語による医学論文の書き方，出版倫理，医学界でのアカデミックなキャリア構築の方法を習得する。

「現 状 説 明」　第 3学年：医学英語関連テキストの読解，自分自身の言葉で（原因，症状，診断法，治療法，予防策）を説明す
る練習，口頭発表，医療面接のロールプレイングなど全てを英語で行う。第 4学年：医学英語関連テキストの読
解，3年次に学んだ基本的英語表現の復習，また応用しながら，口頭発表，医療面接のロールプレイングなど全
てを英語で行う。

　　　　　　　大学院教育においても，講義はほとんど英語で行われ，論文作成および出版倫理について講義をする。
「点検・評価」　第 3学年の時点では英語に不慣れな学生も多数見受けられるが，第 4学年では講義により積極性が見られ，徐々

にレベルアップしている。
「目標・改善方策の達成度」　今後もさらに充実した医学英語教育プログラムおよび教材作成・指導をめざし努力していく次第で

ある。
【研究】
「到 達 目 標」　当分野の英文校閲サービスの質を高める。また，本学に在籍している著者の論文がより高いレベルの医学誌に掲

載されるよう，著者の英語執筆の能力の向上に力を注ぐ。
「現 状 説 明」　英文校閲サービスの一環として下記 2点を導入している。
　　　　　　　①英語論文執筆と口頭発表のサポートプログラム
　　　　　　　　医学論文執筆出版に関する個別面談，口頭発表のコーチングを行う。
　　　　　　　②学術訪問プログラム
　　　　　　　　国内・国外的共同研究により知識習得や論文出版の技術を促進・向上させる。
「点検・評価」　①英語論文執筆と口頭発表のサポートプログラム
　　　　　　　　個別面談や口頭発表のコーチングなどを行った。
　　　　　　　②学術訪問プログラム
　　　　　　　　カザフスタン共和国から学術研究者の訪問があった。
「目標・改善方策の達成度」　引き続き，丁寧かつ正確な高品質の英文校閲サービスを行い，著者との個別面談の機会を増やして

いく。また，学術訪問者の受け入れ態勢を見直し，今後にいかしていく。

I.　著書
1. Neuroanesthesia and Cerebrospinal Pro-

tection（BOOK）
Springer Japan, 2015 Uchino H*,  Ushijima K*,  Ikeda Y,  Williams JD（校閲）,  

Barroga EF（校閲）
2. 日本医学英語検定試験 3・4級教本　
第 3版

メジカルビュー社，270, 
2015

日本医学英語教育学会，安藤　千春*，五十嵐裕章*，
押味　貴之*，小島多香子，玉巻　欣子*，西村　月満*，
一杉　正仁*，平野美津子*，森　　　茂*，
Kuramoto C*,  Minton T*

II.　学術論文
A1. Confl ict-of-interest disclosure at medical 

journals in Japan：a nationwide survey of 
the practices of journal secretariats

BMJ Open5（8）：e007957, 
2015doi：10.1136/bmjo-
p e n-2 0 1 5-0 0 7 9 5 7
（IF=2.271）

Kojima T,  Green J*,  Barron JP*
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2. p62 plays a protective role in the autopha-
gic degradation of polyglutamine protein 
oligomers in polyglutamine disease model 
fl ies

Journal of Biological 
Chemistry 290（3）：1442-

1532, 2015（IF=4.258）

Saitoh Y*,  Fujikake N*,  Okamoto Y*,  Popiel HA,  Hata-
naka Y*,  Ueyama M*,  Suzuki M*,  Gaumer S*,  Murata M*,  
Wada K*,  Nagai Y*

3. Intercellular chaperone transimission via 
exosomes contributes to maintenance of 
protein homeostasis at the organismal 
level

Proceedings of the National 
Academy of Sciences of 
the United States of Amer-
ica 112（19）：E2497-506, 
2015（IF=9.423）

Takeuchi T*,  Suzuki M*,  Fujikake N*,  Popiel HA,  Kikuchi 
H*,  Futaki S*,  Wada K*,  Nagai Y*

4. Predatory publishing practices corrode the 
credibility of science

Journal of Korean Medical 
Science 30：1535-1536, 
2015（IF=1.253）

Barroga EF

5. Essential components of educational pro-
grams on biomedical writing, editing, and 
publishing

Journal of Korean Medical 
Science 30：1381-1387, 
2015（IF=1.253）

Barroga EF,  Vardaman M*

6. The Tokyo Medical University 200 
Club：promoting lifelong and proactive 
engagement with medical English through 
extra-curricular activities

Journal of Medical English 
Education 14（3）：79-82, 
2015

Williams JD,  Kojima T

B1. Let’s Discuss Duplicate Publication Revista Americana de 
Medicina Respiratoria 
2015（2）：152-156, 2015

Kojima T,  Barron JP*

2. The Submission Process from the Point of 
View of the Editorial Offi  ce

Revista Americana de 
Medicina Respiratoria 
2015（4）：370-377, 2015

Okada T*,  Kojima T,  Barron JP*

D1. How Japanese Medical Journals Manage 
Confl icts of Interest

Chest 147（2）：e60, 2015
（IF=7.134）

Kojima T,  Green J*,  Barron JP*

III.　学術刊行物
A1. How readability can improve your manu-

script
日本消化器外科学会雑誌
48（1）：83-84, 2015

Kojima T,  Barron JP*

2. Some points to remember when replying 
to reviewers’ comments

日本消化器外科学会雑誌
48（3）：280-281, 2015

Kojima T,  Barron JP*

3. Avoiding Simple Mistakes Commonly 
Seen in JSGS Manuscripts（Part 1）

日本消化器外科学会雑誌 
48（7）：650-652, 2015

Kojima T,  Barron JP*

4. Avoiding Simple Mistakes Commonly 
Seen in JSGS Manuscripts（Part 2）

日本消化器外科学会雑誌 
48（9）：808-810, 2015

Kojima T,  Barron JP*

5. Keys to presenting orally with success at 
international conferences

日本消化器外科学会雑誌 
48（11）：961-962, 2015

Kojima T,  Barron JP*

6. Making the most of your poster presenta-
tion （1）：poster design

日本消化器外科学会雑誌 
49（1）：72-73, 2016

Kojima T,  Barron JP*

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. Manuscript Preparation：The ‘Essentials’ 

of Manuscript Preparation：Introducing 
the ICMJE Recommendations

杏林大学医学部大学院　
医学英語コミュニケー
シ ョ ン セ ミ ナ ー
（2015.2.1）杏林大学

小島多香子，JPバロン*

2. The Art of Paper Writing：How to get 
accepted

杏林大学医学部大学院　
医学英語コミュニケー
シ ョ ン セ ミ ナ ー
（2015.2.1）杏林大学

JPバロン*，小島多香子
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3. How to get papers accepted to high-

impact-factor journals
杏林大学医学部大学院　
医学英語コミュニケー
シ ョ ン セ ミ ナ ー
（2015.2.1）杏林大学

JPバロン*，小島多香子

4. Ethical Issues in Publication：Responsi-
bilities of Authorship

杏林大学医学部大学院　
医学英語コミュニケー
シ ョ ン セ ミ ナ ー
（2015.2.1）杏林大学

小島多香子，JPバロン*

5. The Evolution of a Medical Writing Edu-
cation Program

第 51回日本肝臓学会総
会特別企画（2015.5.1）
熊本

JPバロン*，Joseph Green*,  小島多香子

6. The Art of Paper Writing 自治医科大学 大学院共
通 カ リ キ ュ ラ ム
（2015.6.1）自治医科大学

JPバロン*，小島多香子

7. Abstract, Titles, and Key Words 自治医科大学 大学院共
通 カ リ キ ュ ラ ム
（2015.6.1）自治医科大学

小島多香子，JPバロン*

8. How to give eff ective poster and oral pre-
sentations

自治医科大学 大学院共
通 カ リ キ ュ ラ ム
（2015.10.1）自治医科大
学

小島多香子，JPバロン*

9. Writing Cover Letters/Techniques for 
Ensuring the Most Understanding 
Reviewers

自治医科大学 大学院共
通 カ リ キ ュ ラ ム
（2015.10.1）自治医科大
学

小島多香子，JPバロン*

10. Ethical Issues in publication：Confl ict of 
Interest

自治医科大学 大学院共
通 カ リ キ ュ ラ ム
（2015.10.1）自治医科大
学

小島多香子，JPバロン*

疾患モデル研究センター

【教育】
「到 達 目 標」　当センターでは，動物実験の基礎と実際および動物実験の法規制等についての理解を目指して教育を行っている。
「現 状 説 明」　学部教育においては「自主研究」，大学院教育においては「共通基礎講義」および「医学研究における法と倫理」

の一部，教職員の教育においては「動物実験講習会」を担当している。
「点検・評価」　学部教育：学生の勉学についてのモチベーションの差に対する対応が不充分である。
　　　　　　　大学院教育：時間的制約のために，学生における動物実験の基礎と実際および動物実験の法規制等への理解が不

充分である。
「改 善 方 策」　学部教育：学生の勉学に対するモチベーションの差に対応した教育内容を検討する。
　　　　　　　大学院教育：短時間において学習効率を高めるための教育内容を検討する。
　　　　　　　教職員：「講習会」以外の手段の導入を検討する。
「目標・改善方策の達成度」　立てた改善策のうち，学習効率を高めるための教育内容の検討を行い，実施した。
【研究】
「到 達 目 標」　独自に及び他教室との共同研究として遺伝子操作動物の作出を通して各種疾患モデル動物の開発及び解析を行

い，病因解明と治療法の開発を目指している。
「現 状 説 明」　トランスジェニックマウスや組織特異的ノックアウトの作出において，コンストラクトの設計・構築から遺伝子

操作動物の作出に成功している。また，体外受精・胚移植等の発生工学的技術を用いた微生物学的クリーンアッ
プを随時実施して，疾患モデル研究センターを利用する研究の質を高めることに貢献している。

「点検・評価」　ノックアウトマウスの作出においては，Red/ETシステムと BACを利用することで効率的にコンストラクトを構
築することが可能となった。これによることで，作出までの一連の実験が可能となった。Tgマウスの作出にお
いては，必要な周辺機器が整備され技術的な課題も克服したことで，作出が安定してできるようになった。
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「改 善 方 策」　疾患モデル研究センターは，当センターの運営と実験動物の管理についても行っており，運営と管理に付随しつ
つも独立した実験動物学という広範囲な研究分野をカバー出来る体制を構築していく必要がある。

「目標・改善方策の達成度」　実験動物に関わる広範囲な研究分野への対応や研究技術の取得についての実施をはじめた。

II.　学術論文
A1. Phosphorylation status determines the 

opposing functions of Smad2/Smad3 as 
STAT3 cofactors in TH17 diff erentiation

Nat Commun 21；6：
7600, 2015（IF=11.329）

Yoon JH,  Sudo K,  Kuroda M,  Kato M,  Lee IK,  Han JS,  
Nakae S,  Imamura T,  Kim J,  Ju JH,  Kim DK,  Matsu-
zaki K,  Weinstein M,  Matsumoto I,  Sumida T,  Mamura 
M

2. Establishment of a novel dwarf rat 
strain：cartilage calcifi cation insuffi  cient
（CCI）rats

Exp Anim 64（2）：121-

128, 2015（IF=1.247）
Tanaka M,  Watanabe M,  Yokomi I,  Matsumoto N,  Sudo 
K,  Satoh H,  Igarashi T,  Seki A,  Amano H,  Ohura K,  
Ryu K,  Shibata S,  Nagayama M,  Tanuma J

3. IL-1 receptor type 2 suppresses collagen-

induced arthritis by inhibiting IL-1 signal 
on macrophages

J Immunol 1；194（7）：
3 1 5 6-3 1 6 8 ,  2 0 1 5
（IF=4.985）

Shimizu K,  Nakajima A,  Sudo K,  Liu Y,  Mizoroki A,  
Ikarashi T,  Horai R,  Kakuta S,  Watanabe T,  Iwakura Y

4. The E3 ligase synoviolin controls body 
weight and mitochondrial biogenesis 
through negative regulation of PGC-1β

EMBO J 15；34（8）：
1 0 4 2-1 0 5 5 ,  2 0 1 5
（IF=9.643）

Fujita H,  Yagishita N,  Aratani S,  Saito-Fujita T,  Morota 
S,  Yamano Y,  Hansson MJ,  Inazu M,  Kokuba H,  Sudo 
K,  Sato E,  Kawahara K,  Nakajima F,  Hasegawa D,  
Higuchi I,  Sato T,  Araya N,  Usui C,  Nishioka K,  Naka-
tani Y,  Maruyama I,  Usui M,  Hara N,  Uchino H,  Elmer 
E,  Nishioka K,  Nakajima T

5. CCR8 regulates contact hypersensitivity 
by restricting cutaneous dendritic cell 
migration to the draining lymph nodes

Int Immunol 27（4）：169-

181, 2015（IF=3.031）
Yabe R,  Shimizu K,  Shimizu S,  Azechi S,  Choi BI,  
Sudo K,  Kubo S,  Nakae S,  Ishigame H,  Kakuta S,  
Iwakura Y

6. Reciprocal eff ects of Schistosoma man-
soni infection on spontaneous autoim-
mune arthritis in IL-1 receptor antagonist-
defi cient mice

Parasitol Int 64（1）：
13-17, 2015（IF=1.86）

Osada Y,  Yamada S,  Nakae S,  Sudo K,  Kanazawa T

7. An interleukin-33-mast cell-interleukin-2 
axis suppresses papain-induced allergic 
infl ammation by promoting regulatory T 
cell numbers

Immunity 43-1：175-186, 
2015 （IF=24.082）

Morita H,  Arae K,  Unno H,  Miyauchi K,  Toyama S,  
Nambu A,  Oboki K,  Ohno T,  Motomura K,  Matsuda A,  
Yamaguchi S,  Narushima S,  Kajiwra N,  Iikura M,  Suto 
H,  Andrew NJ Makenzie,  Takahashi T,  Karasuyama H,  
Okumura K,  Azuma M,  Moro K,  Akdis CA,  Galli SJ ,  
Koyasu S,  Kubo M,  Sudo K,  Saito H,  Matsumoto K,  
Nakae S

III.　学術刊行物
A1. サル類を対象とした行動解析－総論－ 公益社団法人日本実験動

物協会 LABIO21 60：
24-26, 2015

石橋　英俊

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Induction of Local OPMD Histopathology 

in Common Marmoset By rAAV1 and 
8-Mediated Transduction

American Society of Gene 
& Cell Therapy 17th 
A n n u a l  M e e t i n g
（2014.5.23）USA

Okada H*,  Ishibashi H,  Hayashita-Kinoh H*,  Chiyo T*,  
Masuda C*,  Nitahara-Kasahara Y*,  Takeda S*,  Okada T*

2. Bloodbrain interface opening by ultra-
sound in adult common marmoset to 
induce brain pathology with rAAV

American Society of Gene 
& Cell Therapy 18th 
A n n u a l  M e e t i n g
（2015.5.13）USA

Okada H*,  Ishibashi H,  Masuda C*,  Hayashita-Kinoh H*,  
Chiyo T*,  Nitahara-Kasahara Y*,  Endo-Takahashi Y*,  Kato 
K*,  Negishi Y,  Takeda S*,  Okada T*
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国内学会
B1. ポリグルタミン病モデルマーモセッ
トの作出

第 36回国立精神・神経
医療研究センター神経研
究 所 研 究 所 発 表 会
（2015.3.5）小平

富岡 郁夫*，石橋　英俊，本橋　秀之*，高山　　修*，
齊藤　祐子*，皆川　栄子*，ポピエル明子*，
プエンテス　サンドラ*，山本　和弘*，野口　　悟*，
米川　貴博*，田中　洋子*，藤田　尚子*，鈴木ひかる*，
菊地　寿枝*，相澤　　修*，尾張　健介*，中谷　輝美*，
長野　清一*，山田　大輔*，西野　一三*，一戸　紀孝*，
和田　圭司*，高坂　新一*，永井　義隆*，関　　和彦*

2. Establishment of transgenic marmoset 
models of a polyglutamine disease

第 56回日本神経学会学
術大会（2015.5.20）新潟

永井　義隆*，富岡　郁夫*，石橋　英俊，本橋　秀之*，
高山　　修*，齊藤　祐子*，皆川　栄子*，
ポピエル明子*，プエンテス　サンドラ*，山本　和弘*，
野口　　悟*，西野　一三*，和田　圭司*，高坂　新一*，
関　　和彦*

3. 子宮頸ガンのメカニズム解明 日本実験動物学会総会
（2015.5.28-30）京都

熊谷　勝義，高梨　正勝，大野慎一郎，西　　洋孝，
須藤カツ子，黒田　雅彦

4. Social communication helps monkeys 
comprehend the self-image in the mirror

日本動物心理学会第 75
回大会（2015.9.11）東京

神代　真里*，鮫島　和之*，石橋　英俊

5. コモンマーモセット麻酔導入におけ
るミダゾラム－ブトルファノール－
ケタミン－セボフルレン組合せの有
用性

第 91回日本獣医麻酔外
科学会・第 103回日本獣
医循環器学会　2015年秋
季合同学会（2015.12.19）
札幌

石橋　英俊

R I 研 究 室

【教育】
「到 達 目 標」　 放射線や放射性同位元素に関する正しい認識が普及するよう，放射線を正しく怖がる教育を推進し，放射線の有

効利用と安全管理のメリットとデメリットを正しく認識させ，技術を習得させる。
「現 状 説 明」　 大学院生等の放射性同位元素を利用する研究に従事する者に対する法定の安全取扱講習を，LL教室を利用して

年 2回程度開催している。また，選択科目の自主研究等の際に担当教室の要請に基づき，放射線安全に関する特
別講義や特別実習を時折実施している。

「点検・評価」　 法定講習は，毎年テキストの見直しを行いながら作成し，実施しているが，講習会場の制約その他で，時間数が
法定の最低時間数をわずかに超えた程度になっている。学部学生向けの特別講義は，担当教室の都合で開催する
ため，不定期になっている。

「改 善 方 策」　 担当教職員が一人だけなので，マンパワー不足が著しい。これ以上の改善を求めるならば，時間や場所の制約を
減らし，他部署からの兼務による教育業務の支援を受けるか，人員を増員する必要がある。

「目標・改善方策の達成度」　他部署からの支援も，人員増もないので，改善方策は全く達成されていない。
【研究】
「到 達 目 標」　 土壌等一般環境中の自然放射線量の主たる変動の要因解明，及び建物等実際の環境中放射線量の季節変動や年変

動の傾向や特徴を解明し，測定場所固有と考えられる変動要因等を明らかにする。
「現 状 説 明」　 OSL線量計，DIS線量計，ガラス線量計等を利用して，学内の放射線管理区域境界や大学境界，一般居室内等，

約 20箇所の自然放射線量を測定し，その変動の傾向や特徴を考察して学術発表している。
「点検・評価」　 自然放射線量測定は平成 15年より開始し，平成 16年度より毎年アイソトープ・放射線研究発表会（7月）と放

射線安全管理学会学術大会（12月）で学術発表している。これまでの結果から，OSL線量計，DIS線量計，ガ
ラス線量計等が自然放射線量測定に適した測定器であることや，測定場所の材質やジオメトリーが測定値に大き
く影響していることなどを確認，報告している。今後は，電子線量計による測定も追加して更に継続する予定。

「改 善 方 策」　 担当教職員が一人だけなので，マンパワー不足が著しい。また，研究予算も乏しく，測定場所に応じた測定器数
を必要数購入できないほか，測定器の保守等も十分にできないでいる。今後の改善には，担当職員の増員及び研
究予算の増加等が必要と思われる。

「目標・改善方策の達成度」　 職員の増員も予算の増加も全くないので，改善方策は全く達成されていない。



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌86S

【社会貢献】
「到 達 目 標」　 放射線を正しく怖がる教育を推進し，放射線や放射性同位元素に関する正しい認識を普及させる。事業所として，

放射線安全管理功労表彰を受賞できるよう努力する。
「現 状 説 明」　 放射線安全管理業務を通じて，日本アイソトープ協会放射線取扱主任者部会年次大会での一般向け教育展示や，

特別講演，原稿執筆等を時折実施している。また，他大学の放射線管理業務担当者との情報交換ネットワークを
構築し，放射線安全管理全般に活用している。

「点検・評価」　 文部科学省より，個人として平成 21年度放射線安全管理功労者の表彰を受け，文部科学大臣賞を授与された。
今後も研鑽に努めたい。

「改 善 方 策」　担当教職員が一人だけなので，マンパワー不足が著しく，人員の増員が必要と思われる。
「目標・改善方策の達成度」　人員の増員は全くなく改善方策は全く達成されていない。

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 警報付き電子線量計による一般居室
内の自然放射線量測定

第 52回アイソトープ・
放 射 線 研 究 発 表 会
（2015.7.8-10）東京

久嶋　道広

2. 警報付き電子線量計による一般居室
内の自然放射線量測定

日本放射線安全管理学会
第 14 回 学 術 大 会  
（2015.12.2-4）筑波

久嶋　道広

先端がん免疫病理画像研究講座

【研究】
「到 達 目 標」　次世代の診断薬の開発を目指している。
「現 状 説 明」　創薬の基盤となるデジタル画像診断技術を開発できた。
「点検・評価」　創薬の基盤となる新しいデジタル画像の取得法やアルゴリズムの開発ができ，充分な業績をあげたと考える。
「改 善 方 策」　水準の高い研究業績をあげる事で，さらなるライセンス活動につなげたい。
「目標・改善方策の達成度」　デジタルパソロジーの新しい基盤技術を開発する事ができた。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　研究成果を創薬開発に結びつけることで社会貢献を行う。
「現 状 説 明」　デジタルパソロジーにおける新しい手法を創薬開発に結びつけることができた。
「点検・評価」　創薬に結びつくデジタルパソロジーの技術を開発出来たことは評価できる。
「改 善 方 策」　定期的な公開講座や市民講座等の試みを行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　目標を達成できたと考える。

II.　学術論文
A1. Novel Types of Small RNA Exhibit 

Sequence- and Target-dependent Angio-
genesis Suppression Without Activation 
of Toll-like Receptor 3 in an Age-related 
Macular Degeneration（AMD）Mouse 
Model

Mol Ther Nucleic Acids　
4：e258, 2015（IF=4.51）

Takanashi M,  Sudo K,  Ueda S,  Ohno S,  Yamada Y,  
Osakabe Y,  Goto H,  Matsunaga Y,  Ishikawa A,  Usui Y,  
Kuroda M

2. Does perineural invasion of the myenteric 
plexus have a key role in annular rectal 
invasion and digestive system symptoms 
of prostate carcinoma patients?

Med Hypotheses 85（6）：
854-857, 2015（IF=1.136）

Hashimoto H,  Kurata A,  Nashiro T*,  Kuroda M,  Horiu-
chi H*

3. Phosphorylation status determines the 
opposing functions of Smad2 and Smad3 
as STAT3 cofactors in TH17 diff erentia-
tion

Nature communications 6：
7600, 2015（IF=11.329）

Yoon JH,  Sudo K,  Kuroda M,  Taniguchi T*,  Kato M*,  
Lee I*,  Han JS*,  Nakae S*,  Imamura T*,  Kim J*,  Ju JH*,  Kee 
Kim DK*,  Matsuzaki K*,  Weinstein M*,  Nakao A*,  Matsu-
moto I*,  Sumida T*,  Mamura M
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4. Evaluation of the Human Papillomavirus 
mRNA Test for the detection of cervical 
lesions in Japan

Eur J Gynaec Oncol（Euro-
pean journal of gynaeco-
logical oncology）36（2）：
192-196. 2015（IF=0.64）

Nakayama Y,  Yamada M,  Kurata A,  Kiseki H*,  Kuroda 
M

5. Ovarian small cell carcinoma of pulmo-
nary type appearing in ante mortem asci-
tes：An aoutopsy case and review of the 
literature

Human Pathology EHPC-

00037, 2015（IF=2.791）
Hashimoto H,  Kurata A,  Fujita K,  Shimada H*,  Nagai T*,  
Horiguchi H*,  Kuroda M

6. Inhibition of choroidal fibrovascular 
membrane formation by new class of 
RNA interference therapeutic agent target-
ing periostin

Gene Ther 22（2）：127-

137, 2015（IF=2.89）
Nakama T*,  Yoshida S*,  Ishikawa K*,  Kobayashi Y*,  Zhou 
Y*,  Nakao S*,  Sassa Y*,  Oshima Y*,  Takao K*,  Shimahara 
A*,  Yoshikawa K*,  Hamasaki T*,  Ohgi T*,  Hayashi H*,  
Matsuda A*,  Kudo A*,  Nozaki M*,  Ogura Y*,  Kuroda M,  
Ishibashi T*

7. Angiopoietin-like 7 is an anti-angiogenic 
protein required to prevent vascularization 
of the cornea

P L o S  O n e  1 0（ 1）：
e0116838, 2015（IF=3.057）

Toyono T,  Usui T,  Yokoo S,  Taketani Y,  Nakagawa S,  
Kuroda M,  Yamagami S,  Amano S

8. Immaturity of mooth muscle cells in the 
neointima is associated with acute coro-
nary syndrome

Cardiovasc Pathol 24（1）：
26-32, 2015

Horita A*,  Kurata A,  Ohno S,  Shimoyamada H*,  Saito I*,  
Kamma H*,  Kuroda M

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Development of novel form of mimic 

microRNA for lung cancer therapy
AACR Annual Meeting 
2 0 1 5（2 0 1 5 . 4 . 1 8-2 2）
Philadelphia Pennsylvania 
USA

Ohno S,  Itano K,  Harada Y,  Asada K,  Oikawa K,  
Kashiwazako M,  Takanashi M,  Sudo K,  Ikeda N,  
Kuroda M

国内学会
A1. 計測画像情報の病理学への応用 第 12回日本病理学会カ

ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

黒田　雅彦

2. エクソソームが開く新しい医療 第 19回日本統合医療学
会（2015.12.12-13）山口

黒田　雅彦

B1. microRNA 生成経路を欠損する肺がん
細胞株の解析

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

老川　桂生，浅田浩太朗，大野慎一郎，黒田　雅彦

2. 肺がんにおける Argonauteファミリー
の発現・機能解析

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

浅田浩太朗，老川　桂生，大野慎一郎，黒田　雅彦

3. 核形態測定に基づく乳管内増殖病変
診断補助の試み

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

山田　正俊，齋藤　　彰，山本陽一郎*，立石　文子*，
黒田　雅彦

4. 内頚動脈内膜における平滑筋細胞の
分化度と，動脈硬化性疾患の合併の有
無の相関

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

橋本　浩次，倉田　　厚，名城　珠希*，牛島　友則*，
藤田　浩司，堀内　　啓*，黒田　雅彦

5. 肺がん治療を想定した副作用の少な
い短鎖型新規核酸医薬の開発

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

大野慎一郎，板野　華蓮，原田裕一郎，浅田浩太朗，
老川　桂生，柏迫　幹絵，高梨　正勝，須藤カツ子，
池田　徳彦，黒田　雅彦

6. 胃癌細胞株の形態変化における，上皮
間 葉 系 移 行 に 関 わ る マ イ ク ロ
RNA200cとその標的の検出

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

倉田　　厚，山田　正俊，大野慎一郎，橋本　浩次，
藤田　浩司，高梨　正勝，黒田　雅彦
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7. 高安大動脈炎の進展に関わる病理像
の変化

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

倉田　　厚，真村　瑞子，藤田　浩司，平野　和彦*，
長尾　俊孝，黒田　雅彦

8. 肺線維症に対する miR-29b補充療法 第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

山田　侑子，高梨　正勝，須藤カツ子，上田しのぶ，
黒田　雅彦

9. 浸潤性乳癌に出現する let-7d発現細胞
の検討

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

藤田　浩司，山田　正俊，高梨　正勝，黒田　雅彦

10. デジタル病理学，自動補助診断システ
ムはどこまで可能か

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24）
六甲

齋藤　　彰

11. 副作用を軽減した短鎖型核酸医薬の
開発

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

大野慎一郎，板野　華蓮，浅田浩太朗，老川　桂生，
柏迫　幹絵，高梨　正勝，黒田　雅彦

12. 肺線維症に対する miR-29b補充療法 第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

山田　侑子，高梨　正勝，須藤カツ子，上田しのぶ，
黒田　雅彦

13. 肺がんにおける Argonauteファミリー
の発現・機能解析

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

浅田浩太朗，老川　桂生，大野慎一郎，黒田　雅彦

14. microRNAの生成経路を欠損する肺が
ん細胞株の解析

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

老川　桂生，浅田浩太朗，大野慎一郎，黒田　雅彦

15. ダニ抗原で誘発させたアトピー性皮
膚炎モデルマウスの作成

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

柏迫　幹絵，高梨　正勝，黒田　雅彦

16. 子宮頸部上皮腫瘍（cervical intraepithe-
lial neoplasia；CIN）の抗MUC1抗体
における染色性の検討

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

藤田　浩司，倉田　　厚，別所　泰子*，峯尾松一郎，
黒田　雅彦

17. TLS-CHOPを発現する粘液型脂肪肉
腫細胞の増殖に必須な新規分子経路
の探索

第 38回日本分子生物学
会 第 88回日本生化学学
会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1-4）神戸

及川　恒輔*，高梨　正勝，佐藤　冬樹*，黒田　雅彦，
村垣　泰光*

18. 粘液型脂肪肉腫特異的キメラ遺伝子
TLS-CHOPに制御される新規分子メ
カニズムの検討

第 38回日本分子生物学
会 第 88回日本生化学学
会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1-4）神戸

及川　恒輔*，田中　正視，尾崎　　敬*，黒田　雅彦，
村垣　泰光*

医 学 総 合 研 究 所

【教育】
「到 達 目 標」　医学科，大学院医学研究科との連携による学生・大学院生教育を通じてリサーチマインドを持つ若手医師を育成

する。
「現 状 説 明」　医学科では医学部 2年免疫学講義（善本 1コマ），医学部 3年薬理学講義（稲津 3コマ）医学部 3年グループ別

自主研究（善本・稲津），医学部 4年臨床遺伝学（大屋敷 1コマ）を担当している。大学院修士課程では 6名の
学生が医学総合研究所に配属され，医学総合研究所全体で 15コマの講義を担当し，博士課程では大学院特別講
義および研究の指導を重点的に行っている。また，本年より看護学科でも遺伝学（大屋敷 8コマ）薬理学（稲津
15コマ）の講義が開始された。なお，医薬工連携の一環として東京薬科大学生命科学科 3年に医科学特別講義（善
本 2コマ，大屋敷 2コマ，中島 2コマ）を行なうとともに，卒業研究の指導も担当している。学内の若手医師・
研究者向けに医学総合研究所セミナーを定期的に開催する他，臨床共同研究センター主催の技術セミナーを通じ
て科学技術教育を行っている。
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「点検・評価」　 医学科においては学生のアンケートをもとに自主点検を行っている。大学院教育では専任スタッフが少ないため，
現状では受け入れ人数に限りがある。

「改 善 方 策」　学内の支援制度を活用し，人材を確保する。
「目標・改善方策の達成度」　学部，大学院ともに 80%の達成度である。
【研究】
「到 達 目 標」　（1）医学研究高度化に向けての研究基盤の強化，（2）公的資金（特に文科省科研費）獲得，産学連携および知財

事業の推進
「現 状 説 明」　本学における 2つの文科省・私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「生体分子情報による次世代型がん個別最適

化治療法の開発（代表　大屋敷，分担　善本）」「機能性磁性ナノビ－ズ技術を基盤とする難治性疾患におけるタ
ンパク質分解機構の解明と新規治療法の開発（分担　善本，中島）」などの研究を軸として臨床共同研究センター
と共に基礎－臨床の橋渡し研究を推進している。基盤研究部門の総インパクトファクターは約 76であるが，
IF10以上の国際誌への成果発表はない。科研費に関しては中島教授を中心とした支援体制の成果が採択数の飛
躍的増加につながっており，その他の民間の研究助成金も含めると，専任スタッフ全員が競争的研究資金を獲得
している。

「点検・評価」　文科省・私立大学戦略的研究基盤形成支援事業については外部評価委員から A評価を頂いたが，現状では研究
に特化した専任スタッフ数が限られている。

「改 善 方 策」　人材確保の手段として東京薬科大学生命科学部の卒業研究生や修士課程の学生を活用し，リサーチアシスタント
として雇用する。

「目標・改善方策の達成度」　研究面では延べ 4名のリサーチアシスタントを雇用し，達成度は 60%である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　社会のニーズに幅広く対応し，学術関係組織を通じた貢献のみならず，市民講座などのアウトリーチ活動，さら

には医学を通じた国際貢献を目指す。
「現 状 説 明」　関連学会の評議員・代議員としての活動（善本・大屋敷・中島・稲津・西本），日本学術振興会の各種審査（大

屋敷・稲津）の他，「地域包括ケアシステム」「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」「エボラ出血熱」に関して
の知識普及および啓蒙活動を国内外で行った（麦谷）。またキルギスの国家顧問として医療後進国への医学的支
援を行っている（中島）。

「点検・評価」　現状においては時間的制約があり，ニーズに応えきれない部分もある。
「改 善 方 策」　兼任教員に一部の業務を委託し，より広い知識の普及をめざす。
「目標・改善方策の達成度」　目標の 70%は達成したが，まだ改善方策については実施していない。

I.　著書
1. 内科外来処方 NAVI，10膠原病－4.線
維筋痛症

中外医学社，84, 2015 友利　　新*，西岡久寿樹（編：冨野康日己*）

2. HPVワクチン接種後に生じた症状に
対する診療の手引き

日本医師会，1-19, 2015 五十嵐　隆*，池田　修一*，井筤　一彦*，牛伸　信彦*，
神津　　仁*，小森　郁生*，鈴木　光明*，住谷　昌彦*，
西岡久寿樹，峯　　真人*，宮本　信也*

（編：高久　史麿*，小森　　貴*）

II.　学術論文
A1. Mogamulizumab, an Anti-CCR4 Anti-

body, Targets Human T-Lymphotropic 
Virus Type 1-infected CD8+ and CD4+ T 
Cells to Treat Associated Myelopathy

J Infect Dis 211：238-248, 
2015（IF=5.997）

Yamauchi J*,  Coler-Reilly A*,  Sato T*,  Araya N*,  Yagishita 
N*,  Ando H*,  Kunitomo Y*,  Takahashi K*,  Tanaka Y*,  
Shibagaki Y*,  Nishioka K,  Nakajima T,  Hasegawa Y*,  
Utsunomiya A*,  Kimura K*,  Yamano Y*

2. A randomize ,double-blind, placebo-con-
trolled phase III trial of duloxietine in 
Japanese fi bromyalgia patients

Arthritis Res Ther 17：
224, 2015 （IF=3.979）

Murakami M*,  Osada K*,  Mizuno H*,  Ochiai T*,  Aleve L*,  
Nishioka K

3. Promotion of expansion and diff erentia-
tion of hematopoietic stem cells by inter-
leukin-27 into myeloid progenitors to 
control infection in emergency myelopoi-
esis

PLoS Pathog in press
（IF=7.003）

Furusawa J,  Mizoguchi I,  Chiba Y,  Hisada M*,  
Kobayashi F*,  Yoshida H*,  Nakae S*,  Tsuchida A*,  Matsu-
moto T*,  Ema H*,  Mizuguchi J,  Yoshimoto T
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4. Potential clinical application of interleu-
kin-27 as an antitumor agent

Cancer Sci  106（9）：
110310, 2015（IF=3.896）

Yoshimoto T,  Chiba Y,  Furusawa J,  Xu M,  Tsunoda R,  
Higuchi K,  Mizoguchi I

5. Therapeutic potential of interleukin-27 
against cancers in preclinical mouse mod-
els

Oncoimmunology 4（10）：
e 1 0 4 2 2 0 0 ,  2 0 1 5
（IF=7.644）

Mizoguchi I,  Chiba Y,  Furusawa J,  Xu M,  Tsunoda R,  
Higuchi K,  Yoshimoto T

6. Vaccination with OVA-bound nanoparti-
cles encapsulating IL-7 inhibits the 
growth of OVA-expressing E.G7 tumor 
cells in vivo

Oncol Rep 33（1）：292-

296, 2015（IF=2.486）
Toyota H,  Yanase N,  Yoshimoto T,  Harada M,  Kato Y,  
Mizuguchi J

7. Exosomes promote bone marrow angio-
genesis in hematologic neoplasia：the 
role of hypoxia

Curr Opin Hematol, in 
press（IF=3.331）

Ohyashiki JH,  Umezu T,  Ohyashiki K

8. Downregulation of plasma miR-215 in 
chronic myeloid leukemia patients with 
successful discontinuation of imatinib.

The International Journal 
of Molecular Sciences, in 
press（IF=3.257）

Ohyashiki K,  Umezu T,  Katagiri S,  Kobayashi C,  
Azuma K,  Tauchi T,  Okabe S,  Fukuoka Y*,  Ohyashiki 
JH

9. Eff ect of combined deferasirox and 5-aza-
cytidine treatment on human leukemia 
cells in vitro

Ann Hematol 94（9）：
1 6 0 1-1 6 0 2 ,  2 0 1 5
（IF=3.022）

Imanishi S,  Takahashi R,  Ohsuga M,  Ohyashiki K,  
Ohyashiki JH

10. Treatment-free molecular remission 
achieved by combination therapy with 
imatinib and IFNα in CML with BIM 
deletion polymorphism relapsed after stop 
imatinib

Rinsho Ketsueki 56（2）：
216-219, 2015

Katagiri S,  Tauchi T,  Umezu T,  Saito Y,  Suguro T,  
Asano M,  Yoshizawa S,  Kitahara T,  Akahane D,  Tanaka 
Y,  Fujimoto H,  Okabe S,  Gotoh M,  Ito Y,  Ohyashiki 
JH,  Ohyashiki K

11. Anti-CCR4 antibody mogamulizumab 
targets human T-lymphotropic virus type 
I-infected CD8+ as well as CD4+ T cells 
to treat associated myelopathy

J Infect Dis 211（2）：238-

248, 2015（IF=6.344）
Yamauchi J*,  Coler-Reilly A*,  Sato T*,  Araya N*,  Yagishita 
N*,  Ando H*,  Kunitomo Y*,  Takahashi K*,  Tanaka Y*,  
Shibagaki Y*,  Nishioka K,  Nakajima T,  Hasegawa Y*,  
Utsunomiya A*,  Kimura K*,  Yamano Y*

12. Synoviolin inhibitor LS102 reduces endo-
plasmic reticulum stress-induced collagen 
synthesis in an in vitro model of stress-
related interstitial pneumonia

Int J Mol Med 35（1）：
110-116, 2015（IF=2.348）

Nakajima F,  Aratani S,  Fujita H,  Yagishita N*,  Ichinose 
S*,  Makita K*,  Setoguchi Y*,  Nakajima T

13. Eff ects of Xenon Irradiation of Stellate 
Ganglion Region on Fibromyalgia

Journal of Physical Ther-
apy Science 27（1）：209-

212, 2015（IF=0.392）

Nakajima F,  Komoda A*,  Kawate M*,  Aratani S,  Fujita H,  
Nakatani K*,  Akiyama M*,  Makita K*,  Nakajima T

14. The E3 ligase synoviolin controls body 
weight and mitochondrial biogenesis 
through negative regulation of PGC-1β

EMBO J 34（8）：1042-

1055, 2015（IF=9.643）
Fujita H,  Yagishita N*,  Aratani S,  Saito-Fujita T*,  Morota 
S,  Yamano Y*,  Magnus J.H*,  Inazu M,  Kokuba H,  Sudo 
K,  Sato E,  Kawahara K*,  Nakajima F,  Hasegawa D*,  
Higuchi I*,  Sato T*,  Araya N*,  Usui C*,  Nishioka K*,  Naka-
tani Y,  Maruyama I*,  Usui M,  Hara N,  Uchino H,  Elmer 
E*,  Nishioka K,  Nakajima T

15. MUSASHI Study Investigators. Longterm 
Safety and Efficacy of Subcutaneous 
Tocilizumab Monotherapy：Results from 
the 2-year Open-label Extension of the 
MUSASHI Study

J Rheumatol 42（5）：799-

809, 2015（IF=3.236）
Ogata A*,  Amano K*,  Dobashi H*,  Inoo M*,  Ishii T*,  
Kasama T*,  Kawai S*,  Kawakami A*,  Koike T*,  Miyahara 
H*,  Miyamoto T*,  Munakata Y*,  Murasawa A*,  Nishimoto 
N,  Ogawa N*,  Ojima T*,  Sano H*,  Shi K*,  Shono E*,  Sue-
matsu E*,  Takahashi H*,  Tanaka Y*,  Tsukamoto H*,  
Nomura A*

16. IL-6 signal blockade ameliorates the 
enhanced osteoclastogenesis and the asso-
ciated joint destruction in a novel Fc
γRIIB-deficient rheumatoid arthritis 
mouse model

Mod Rheumatol 25（2）：
270-277, 2015（IF=1.843）

Ohtsuji M*,  Lin Q*,  Nishikawa K*,  Ohtsuji N*,  Okazaki H*,  
Tsurui H*,  Amano H*,  Shirai T*,  Nishimoto N,  Nishimura 
H*,  Hirose S*
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17. Targeting the integrated networks of 
aggresome formation, proteasome, and 
autophagy potentiates ER stress-mediated 
cell death in multiple myeloma cells

Int J Oncol 46：474-486, 
2015（IF=3.018）

Moriya S,  Komatsu S,  Yamasaki K,  Kawai Y,  Kokuba 
H,  Hirota A,  Che XF,  Inazu M,  Gotoh A,  Hiramoto M,  
Miyazawa K

18. Molecular and functional characterization 
of choline transporter in the human tro-
phoblastic cell line JEG-3 cells

Placenta 36：631-637, 
2015（IF=2.972）

Yara M,  Iwao B,  Hara N,  Yamanaka T,  Uchino H,  Inazu 
M

19. Functional expression of choline trans-
porter like-protein 1（CTL1）and CTL2 
in human brain microvascular endothelial 
cells

Neurochem Int  doi：
10.1016/j.neuint.2015.12.11.
（IF=3.385）

Iwao B,  Yara M,  Hara N,  Kawai Y,  Yamanaka T,  Nishi-
hara H*,  Inoue T,  Inazu M

20. Assessment of psychosocial risk factors 
for the development of non-specific 
chronic disabling low back pain in Japa-
nese workers-fi ndings from the Japan 
Epidemiological Research of Occupation-

related Back Pain（JOB）study

Ind Health 53（4）：368-

377, 2015（IF=1.057）
Matsudaira K*,  Kawaguchi M*,  Isomura T,  Inuzuka K*,  
Koga T*,  Miyoshi K*,  Konishi H*

21. Psychometric assessment of the Japanese 
version of the Revised Fibromyalgia 
Impact Questionnaire：reliability and 
validity

Int J Rheum Dis 4, 2015
（IF=1.914）

Isomura T,  Nakamura I*,  Kawaguchi M*,  Sato E,  Inuzuka 
K*,  Osada K*,  Nishioka K,  Hayakawa K*

22. 2015. Increase in activated Treg in TIL in 
lung cancer and in vitro depletion of Treg 
by ADCC using an antihuman CCR4 mAb
（KM2760）

J Thorac Oncol 10：74-83, 
2015（IF=5.04）

Kurose K*,  Ohue Y*,  Sato E,  Yamauchi A*,  Eikawa S*,  
Isobe M*,  Nishio Y*,  Uenaka A*,  Oka M*,  Nakayama E*

23. Dendritic cells pulsed with PepTivator® 
Ovalbumin induce both OVA-specific 
CD4+ and CD8+ T cells and cause antitu-
mor eff ects in a mouse model of lym-
phoma

MACS&more 17, 2015 in 
press

Miki K*,  Nagaoka K*,  Bohnenkamp H*,  Yoshimoto T,  
Maekawa M*,  Kamigaki T*

24. Metabolomic Analyses of Brain Tissue in 
Sepsis Induced by Cecal Ligation Reveal 
Specific Redox Alterations-Protective 
Eff ects of the Oxygen Radical Scavenger 
Edaravone

Shock 44：578-584, 2015 Hara N,  Chijiiwa M,  Yara M,  Ishida Y,  Ogiwara Y,  
Inazu M,  Kuroda M,  Karlsson M*,  Sjovall F*,  Elmér E*,  
Uchino H

25. Can standing back extension exercise 
improve or prevent low back pain in Japa-
nese care workers?

J Man Manip Ther 23
（4）：205-209, 2015

Matsudaira K*,  Hiroe M*,  Kikkawa M*,  Sawada T*,  Suzuki 
M*,  Isomura T,  Oka H*,  Hiroe,  K*,  Hiroe K*

26. 日本人勤労者を対象とした腰痛疫学
研究

日本職業・災害医学会会
誌 63：329-336, 2015

松平　　浩*，磯村　達也，岡崎　裕司*，三好　光太*，
小西　宏昭*

III.　学術刊行物
A1. 特集 <Clinical Science>慢性疼痛の脳
科学：慢性疼痛と脳内炎症の接点

先端医学社，炎症と免疫 
23（3）：239-243, 2015

西岡久寿樹

2. 炎症疾患における Th17関連サイトカ
イン IL-17，IL-22，IL-23の役割

先端医学社，炎症と免疫 
23（2）：170-176, 2015

徐　　明利，曲　　　寧，溝口　　出，古澤　純一，
千葉祐規乃，伊藤　正裕，善本　隆之

3. 特集　知っておきたい脾臓の話題　
脾臓の機能検査

東京医学社，小児外科 
47（3）：250-253, 2015

樋口　　要，徐　　明利，善本　隆之

4. エクソソームと腫瘍血管新生 メディカルレビュー社，
血 管 医 学 16（2）：117-

122, 2015

梅津　知宏，大屋敷純子
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5. エクソソームに関する最近の知見 日本医事新報社，日本医
事新報 4768：65-66, 2015

大屋敷純子，大屋敷一馬

6. 特集 <Clinical Science>慢性疼痛の脳
科学：序

先端医学社，炎症と免疫 
23（3）：235-236, 2015

西本　憲弘

7. IL-6阻害薬と関節リウマチの骨・軟
骨病変の制御

医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社，
CLINICAL CALCIUM 25
（12）：111-117, 2015

村上　美帆，西本　憲弘

8. 造血器腫瘍におけるエクソソームを
介した細胞間シグナル伝達機構

科学評論社，血液内科 
71（3）：396-400, 2015

梅津　知宏，大屋敷純子，大屋敷一馬

9. 助成金受領から 10年を経て　サイト
カイン研究

公益財団法人内藤記念科
学振興財団，内藤財団時
報 95：51, 2015

善本　隆之

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 2015年マヒドン王子賞

国際会議（2015.1.24-28）
Bangkok

麦谷　眞里

2. エボラ出血熱について 国際厚生事業団シンポジ
ウム（2015.2.16）東京

麦谷　眞里

3. Synoviolin and metabolic disorder Shanghai-Tokyo Workshop 
o n  R h e u m a t o l o g y
（2015.7.31）Shanghai

Nakajima T

4. Decade of Kyrgyz - Japanese coopera-
tion：the mission against the chronic 
rheumatic heart diseases - past, present 
and future

Kyrgyz National Congress 
Of Respiratory And Aller-
g i c  D i s e a s e s / E U R O-

ASIAN International Pri-
mary Care Respiratory 
Group（IPCRG）Sympo-
sium/ III Kogress Of Kyr-
gyz Thoracic Society
（2015.10.9）Kyrgyz

Nakajima T

5. About prospects and future plans of the 
Kyrgyz - Japan cooperation in rheumatic 
fever

Opening Ceremony Of 
Kyrgyz - Japan Research 
Center（2015.10.10）Kyr-
gyz

Nakajima T

B1. Age-related alterations in exosomal miR-
NAs derived from bone marrow mesen-
chymal stromal cells

6th JSH International Sym-
posium 2015（2015.5.22-

23）軽井沢

Umezu T,  Imanishi S,  Yoshizawa S,  Saitoh Y,  Yama-
moto Y,  Ohyashiki K,  Ohyashiki JH

2. BET protein inhibition interferes DNA 
integrity in azacytidine resistant cells 
through ATM signaling

6th JSH International Sym-
posium 2015（2015.5.22-

23）軽井沢

Imanishi S,  Ohsuga M,  Takahashi R,  Umezu T,  Koba-
yashi C,  Katagiri S,  Asano M,  Saitoh Y,  Ohyashiki K,  
Ohyashiki JH

3. The genome-wide DNA methylation sta-
tus as a predictor of 5-azacytidine in clini-
cal responses

6th JSH International Sym-
posium 2015（2015.5.22-

23）軽井沢

Asano M,  Kobayashi C,  Umezu T,  Imanishi S,  Azuma 
K,  Akahane D,  Fujimoto H,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

4. Telomere repeat-containing RNA
（TERRA）, a possible epigenetic bio-

marker of DNA damage phenotype in 
5-azacytidine-resistant leukemia cells

6th JSH International Sym-
posium 2015（2015.5.22-

23）軽井沢

Azuma K,  Umezu T,  Imanishi S,  Kobayashi C,  Asano 
M,  Katagiri S,  Akahane D,  Ohyashiki K,  Ohyashiki JH
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5. The involvement of mitochodria-mediated 
mechanism for the pathogenesis of sepsis-
associated encephalopathy on cecal liga-
tion and puncture model in mice

Euroanaesthesia 2015 Con-
gress（2015.5 .30-6.2）
Berlin, Germany

Hara N,  Chijiiwa M,  Inazu M,  Uchino H

6. Eff ect of baseline disease duration on 
development of clinical remission in the 
RA patients receiving Tocilizumab－deta 
from PMS with tocilizumab in BIOLOG-
ICS-NAÏVE RA patients（fi rst bio study）

EULAR 2015（2015.6.10-

13）Rome, Italy
Mimori T*,  Atsumi T*,  Harigai M*,  Nishimoto N,  Sumida 
T*,  Takeuchi T*,  Tanaka Y*,  Yamanaka H*,  Nakasone A*,  
Takagi N*,  Ishiguro N*

7. Biologic-Naïve rheumatoid arthritis 
patients with anti-citrullinated protein 
antibody in elderly and with concomitant 
use of methotrexate in younger signifi -
cantly aff ect the achievement of sustained 
clinical remission by abatacept treatment
（Abroad study）

EULAR 2015（2015.6.10-

13）Rome, Italy
Sekiguchi M*,  Fujii T*,  Kitano M*,  Matsui K*,  Hashimoto 
H*,  Yokota A*,  Miki K*,  Yamamoto A*,  Fujimoto T*,  
Hidaka T*,  Shinmyou N*,  Maeda K*,  Kuroiwa T*,  Yoshii I*,  
Murakami K*,  Ohmura K*,  Morita S*,  Kawahito Y*,  Nishi-
moto N,  他 2名

8. Monocytes diff erentiated from iPS cells 
derived from rheumatoid arthritis patients 
express more m-scf-receptor together 
with rank than those from healthy donors 
resulting in the accelerated osteoclastgen-
esis

EULAR 2015（2015.6.10-

13）Rome, Italy
Ito MN*,  Murakami M,  Saito M*,  Niwa A*,  Osawa M*,  
Nakahata T*,  Nishimoto N

9. Treatment Strategy Targeting Structural 
Remission In Patients With Early Rheu-
matoid Arthritis：A Multi-Central, Pro-
spective, Comparative Study Targeting 
Joint Damage To Zero（Zero-J study）

EULAR 2015（2015.6.10-

13）Rome, Italy
Tanaka Y*,  Hirata S*,  Amano K*,  Atsumi T*,  Yamamoto K*,  
Sumida T*,  Takeuchi T*,  Kohsaka H*,  Mimori T*,  
Kawakami A*,  Nishimoto N,  他 5名

10. Bone marrow mesenchymal stromal cells 
from healthy donors secrete exosomes 
that inhibit in vivo tumor growth and 
angiogenesis in multiple myeloma

20th Congress of European 
Hematology Association
（EHA）（2015.6.11-14）
Vienna, Austria

Umezu T,  Imanishi S,  Azuma K,  Yoshizawa S,  Ohya-
shiki K,  Ohyashiki JH

11. Distinct exosomal miRNA expression of 
late onset graft-versus-host disease in 
allogeneic hematopoietic stem cell trans-
plantation

20th Congress of European 
Hematology Association
（EHA）（2015.6.11-14）
Vienna, Austria

Yoshizawa S,  Umezu T,  Saitoh Y,  Gotoh M,  Akahane D,  
Kobayashi C,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

12. Composition of dendritic cell and NK 
cell-related network with abnormally 
expressed glycosylation-related molecules 
in the bone marrow cells from patients 
with rheumatoid arthritis

EULAR 2015（2015.6.11）
Rome, Italy

Ito MN*,  Murakami M,  Ochi K*,  Shimaoka Y*,  Ochi T*,  
Nishimoto N

13. Cryoglobulinemic vasculitis and primary 
sjogren’s syndrome are independent risk 
factors for lymphoma in a large world-
wide population of patients with positive 
serum cryoglobulins

EULAR 2015（2015.6.12）
Rome, Italy

Quartuccio L*,  Corazza L*,  Ramos-Casals M*,  Retamozo 
S*,  Mohamed Gaafar R*,  Ferraccioli*,  Gremese GE*,  Tzio-
ufas A*,  Voulgarelis M*,  Vasilopoulos D*,  Koutsianas C*,  
Scarpato S*,  Salvarani C*,  Guillevin L*,  Terrier B*,  Cacoub 
P*,  Saccardo F*,  Gabrielli A*,  Fraticelli P*,  Tomsic M*,  
Tavoni A*,  Nishimoto N,  他 10名
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14. Eff ectiveness and safety of tocilizumab in 
biologics-naïve rheumatoid arthritis 
patients：Postmarketing surveillance for 
investigating success in achieving clinical 
and functional remission and sustaining 
effi  cacy with tocilizumab in biologics-
naïve RA patients（the FIRST bio study）

EULAR 2015（2015.6.13）
Rome, Italy

Mimori T*,  Atsumi T*,  Harigai M*,  Nishimoto N,  Sumida 
T*,  Takeuchi T*,  Tanaka Y*,  Yamanaka H*,  Nakasone A*,  
Takagi N*,  Ishiguro N*

15. Novel diagnosis and treatment of the 
SAPHO syndrome

Shanghai-Tokyo Workshop 
o n  R h e u m a t o l o g y
（2015.8.1）Shanghai

Ishihara Y*,  Nishioka M*,  Tomori A*,  Omori Y*,  Nishioka 
K

16. The blood-brain barrier choline trans-
porter

25th Meeting of the Inter-
national Society for Neuro-
chemistry（2015.8.23-27）
Cairns, Australia

Inazu M,  Iwao B,  Yara M,  Yamanaka T

17. Integrative analysis of expression levels 
of miRNA and mRNA：Investigation of 
hypoxic tolerance in leukemia

37th International Annual 
Conference of IEEE Engi-
neering in Medicine and 
B i o l o g y  S o c i e t y
（2015.8.25-29）Milan, 

Italy

Ohki T*,  Umezu T,  Ohyashiki JH,  Fukuoka Y*

18. Leukemia cells under persistent hypoxia 
secrete exosomes enhancing angiogenesis 
in mice

ISEH 44th Annual Scien-
tifi c Meeting（2015.9.17）
京都

Ohyashiki K,  Umezu T,  Imanishi S,  Ohyashiki JH

19. Single photon emission computed tomog-
raphy fi ndings after human papillomavirus
（HPV）vaccination in Japan

International Society of 
Autonomic Neuroscience
（ISAN）（2015.9.26-29）
Ateresa, Italy

Hirai T*,  Iguchi Y*,  Kuroiwa Y*,  Nakamura I*,  Yokota S,  
Nishioka K

20. Subacute autonomic, endocrine, and cog-
nitive disorders in Japanese girls at 
puberty after human papillomavirus vac-
cination

International Society of 
Autonomic Neuroscience
（ISAN）（2015.9.26-29）

Ateresa, Italy

Kuroiwa Y*,  Nishioka K,  Yokota S,  Hirai T*,  Nishioka K*,  
Iguchi Y*

21. Predicting factors associated with sus-
tained clinical remission by abatacept are 
diff erent between in younger and elderly 
patients with biologic-naïve rheumatoid 
arthritis（The ABROAD study）

ACR 2015（2015.11.7-11）
San Francisco, USA

Sekiguchi M*,  Fujii T*,  Kitano M*,  Matsui K*,  Miki K*,  
Hashimoto H*,  Yokota A*,  Yamamoto A*,  Fujimoto T*,  
Hidaka T*,  Shimmyo N*,  Maeda K*,  Kuroiwa T*,  Yoshii I*,  
Murakami K*,  Ohmura K*,  Morita S*,  Kawahito Y*,  Nishi-
moto N,  他 2名

22. Eff ectiveness and safety of Tocilizumab in 
Biologics-Naïve RA Patients－Postmar-
keting Surveillance for Investigating Suc-
cess in Achieving Clinical and Functional 
Remission and Sustaining Effi  cacy with 
Tocilizumab in Biologics -Naïve RA 
Patients（FIRST Bio）Study

ACR 2015（2015.11.7-11）
San Francisco, USA

Ishiguro N*,  Atsumi T*,  Harigai M*,  Mimori T*,  Nishimoto 
N,  他 6名

国内学会
A1. 実臨床におけるケアラムの有用性 大阪リウマチ薬物治療懇

話会（2015.1.27）大阪
西本　憲弘

2. 眼科医にもわかる免疫治療 第 2 回 O U M の 会
（2015.1.29）大阪

西本　憲弘

3. バイオ医薬品の過去・現在・未来 Pharmacist seminar in 中
国（2015.2.8）広島

西本　憲弘
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4. エボラ出血熱の最前線 名 古 屋 市 医 師 会
（2015.2.26）名古屋

麦谷　眞里

5. 私が選ぶ Bioの基準 第 4回実地医生物学的製
剤研究会カンファレンス
（2015.3.1）東京

西本　憲弘

6. バイオ医薬品の過去・現在・未来 第 19回大阪 RAフォー
ラム（2015.3.12）大阪

西本　憲弘

7. 関節リウマチの最新治療 大阪臨床整形外科医会研
修会（2015.3.14）大阪

西本　憲弘

8. The journey from IL-6 to ACTEMURA 中外製薬宇都宮工場
（2015.5.13）栃木

西本　憲弘

9. トシリズマブの Personalized Medicine 第 4回サイトカインセミ
ナー北里大学（2015.5.24）
神奈川

西本　憲弘

10. Bio製剤はこう使う，専門開業医の立
場から

IBD Specialists of Private 
Clinic（2015.6.6）大阪

西本　憲弘

11. トシリズマブの Personalized Medicine 三浦半島 Biologics講演
会（2015.7.7）神奈川

西本　憲弘

12. トシリズマブの Personalized Medicine 静岡東部 IL-6阻害薬研
究会（2015.7.9）静岡

西本　憲弘

13. バイオ医薬品の過去・現在・未来 第 17回生物学的製剤を
考える会（2015.7.15）広
島

西本　憲弘

14. リウマチ性疾患の皮膚病変と炎症性
サイトカイン

第 39回日本小児皮膚科
学会学術大会（2015.7.19）
鹿児島

西本　憲弘

15. 講演会 新潟病院薬剤師講演会
（2015.7.24）新潟

西本　憲弘

16. 地域包括ケアシステム 第 16回日本医療マネジ
メント学会（2015.9.6）
茨城

麦谷　眞里

17. トシリズマブの Personalized Medicine 第 8回山陰 IL-6研究会
（2015.9.9）島根

西本　憲弘

18. 理事長講演：線維筋痛症からみえる類
似疾患

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

西岡久寿樹

19. シンポジウム 1　ヒトパピローマウィ
ルス関連免疫異常症候群（HANS）の
病因・病態の解明に向けて：多様性に
富む HANSの臨床病態の解析

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

西岡久寿樹

20. シンポジウム 2　線維筋痛症から新た
に見つかった病態：SAPHO症候群と
線維筋痛症における病態の類似性と
鑑別の重要性

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

石原　陽子*，西岡真樹子*，内山　眞幸*，中村　郁朗*，
西岡久寿樹

21. 抗リウマチ薬を使いこなす 第 125回中部日本整形外
科災害外科学会・サブス
ペシャリティシンポジウ
ム（2015.10.3）愛知

西本　憲弘

22. 生物学的製剤で効果不十分な関節リ
ウマチ患者に対するイグラチモドの
有用性

DMARDsを語る会 in鹿
児島（2015.10.7）鹿児島

西本　憲弘
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23. 臨床研究を支える統計家の役割と活
動－「なぜ ?」と考える姿勢と科学的
思考力－

第 52回大分統計談話会
（2015.10.9）大分

磯村　達也

24.「医療で必要とされる統計的基礎知
識」医師主導観察研究の実践的課題－
科学的思考のススメ－

特定非営利活動法人医学
統計研究会・定例シンポ
ジウム 2015（2015.10.24）
東京

磯村　達也

25. 生物学的製剤で効果不十分な関節リ
ウマチ患者に対するイグラチモドの
有用性

DMARDsを語る会 in東
京（2015.10.31）東京

西本　憲弘

26. アクテムラの特徴を活かした使い方 新潟アクテムラミーティ
ング（2015.11.4）新潟

西本　憲弘

27. 生物学的製剤で効果不十分な関節リ
ウマチ患者に対するイグラチモドの
有用性

第 30回日本臨床リウマ
チ学会（2015.11.21）兵
庫

西本　憲弘

28. バイオ医薬品の過去・現在・未来 関西皮膚科 Biologics研
究会（2015.11.26）大阪

西本　憲弘

29. 日本初の生物学的製剤アクテムラの
開発の道のり

なにわ Doctors Network
（2015.12.16）大阪

西本　憲弘

30. 実臨床における生物学的製剤の使い
方

大阪リウマチカンファレ
ンス・北浜フォーラム
（2015.12.19）大阪

西本　憲弘

31. 地域包括ケアとは何か ? 第 66回聖マリア医学会
（2015.12.19）福岡

麦谷　眞里

B1. Induction of antigen specific T cell 
responses using PepTivator® OVA-

loaded DCs in mouse model

第 12回日本免疫治療学
研究会（2015.2.28）東京

Miki K*,  Nagaoka K*,  Bohnenkamp H*,  Yoshimoto T,  
Kamigaki T*,  Maekawa R*

2. Molecular and functional characterization 
of choline transporters in human mela-
noma cells

第 88回日本薬理学会年
会（2015.3.18-20）名古
屋

Inazu M,  Mitsuhata T,  Okano T,  Shimada S,  Hayashi J,  
Yara M,  Iwao B,  Hara N,  Yamanaka T

3. 抗 ARS抗体の測定が有用であった抗
ARS抗体症候群の 1例

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.23-25）名古屋

大西　孝宏*，西岡久寿樹

4. 生物学的製剤治療においてメトトレ
キサート併用で間質性肺炎マーカー
が上昇し，タクロリムスへの切り替え
併用で効果が得られた関節リウマチ
患者の 2例

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.23-25）名古屋

若林　弘樹*，長谷川正裕*，西岡　洋右*，西岡久寿樹，
須藤　啓広*

5. コラーゲン誘導関節炎における CDK6
阻害剤の効果

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.23）名古屋

小松　梨恵*，佐藤　知雄*，山野　嘉久*，遊道　和雄*，
別府　諸兄*，西岡久寿樹，中島　利博，藤井　亮爾*

6. 関節リウマチ（RA）患者 iPS細胞を
用いた破骨細胞分化系の構築と分化
能の検討

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.23）名古屋

伊藤　眞里，村上　美帆，西本　憲弘

7. 関節リウマチ患者骨髄おける糖鎖修
飾異常の検討

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.24）名古屋

伊藤　眞里，村上　美帆，越智　健介*，島岡　康則*，
越智　隆弘*，西本　憲弘

8. バイオナイーブ関節リウマチ患者に
対するアバタセプトの有用性と 48週
寛解達成予測因子の検討（ABROAD
試験）

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.24）名古屋

関口　昌弘*，藤井　隆夫*，西本　憲弘，三森　経世*，
佐野　　統*，他 24名
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9. 関節炎自然発症 FcyRIIB欠損マウスに
おける抗 IL-6R抗体の予防および治
療効果の解析

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.24）名古屋

大辻　希樹*，林　　青順*，西川　桂子*，岡崎　英規*，
天野　浩文*，西村　裕之*，西本　憲弘，白井　俊一*，
広瀬　幸子*

10. miRNAと mRNAの統合解析によるが
ん細胞の低酸素適応のメカニズム解
析

第 54回日本生体医工学
会大会（2015.5.7-9）名
古屋

大木　拓也*，梅津　知宏，大屋敷純子，福岡　　豊*

11. 鼻茸線維芽細胞におけるコリントラ
ンスポーターの同定とその機能解析

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会・学術講演会
（2015.5.23）東京

一瀬　和美*，坂林美喜子*，瀬尾友佳子*，野中　　学*，
稲津　正人

12. 抗菌活性を有しない新規マクロライ
ド誘導体の鼻茸線維芽細胞に対する
増殖抑制効果の検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会・学術講演会
（2015.5.23）東京

坂林美喜子*，野中　　学*，稲津　正人，瀬尾友佳子*，
吉原　俊雄*

13. 関節リウマチにおける自己抗体，活性
化 T細胞，そして IL-6の意義

第 7 回 KOCS 小児リウ
マチ研究会（2015.5.30）
福岡

西本　憲弘，村上　美帆，伊藤　眞里

14. IL-27によるM1マクロファージへの
分化増殖と動員を介した抗腫瘍効果
の増強

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

千葉佑規乃，溝口　　出，角田　　廉，徐　　明利，
樋口　　要，善本　隆之

15. 本邦健常者における BCL2L11（BIM）
遺伝的多型の頻度と免疫細胞との関
係

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

藤本　博昭，片桐誠一朗，大屋敷一馬，溝口　　出，
善本　隆之，梅津　知宏，大屋敷純子

16. がん微小環境を制御する新たな機構
の解明－細胞外小胞エクソソームを
介した骨髄腫細胞－骨髄内間質細胞
間相互作用－

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

梅津　知宏，吉澤成一郎，東　　剣虹，大屋敷一馬，
大屋敷純子

17. エピジェネティックな変化およびテ
ロメア動態を指標とした体細胞初期
化品質の評価系の確立

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

大屋敷純子，梅津　知宏

18. 次世代シーケンサーによるクリニカ
ルシーケンスの実際：骨髄系腫瘍の体
細胞変異解析

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

東　　剣虹，今西　　哲，梅津　知宏，大屋敷一馬，
大屋敷純子

19. 慢性炎症と肥満とをつなぐシノビリ
オンにおるエネルギー代謝調節機構

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

藤田　英俊，荒谷　聡子，中島　利博，須藤カツ子，
中島　若巳，稲津　正人，西岡久寿樹，原　　直美，
内野　博之

20. ヒト舌がん細胞におけるコリントラ
ンスポーターの機能解析

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

西山　遼太，長島　史明，内野　博之，岩尾　紅子，
井上　加菜，緑　ありさ，川合柚衣子，稲津　正人

21. 骨髄間質細胞由来の老化関連エクソ
ソーム miRNAの解析

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

関野　知聖，梅津　知宏，今西　　哲，東　　剣虹，
武内　　健，福岡　　豊*，大屋敷一馬，大屋敷純子

22. 異種データの統合による多発性骨髄
腫の低酸素耐性機序の解析

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

大木　拓也*，梅津　知宏，大屋敷純子，福岡　　豊*

23. 次世代シーケンサーデータの高速処
理法の開発

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

太田　祥貴*，松井　一馬*，梅津　知宏，大屋敷純子，
福岡　　豊*

24. 私たちが開発した世界初の E3ユビキ
チン化酵素シノビオリン阻害剤の可
能性

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

荒谷　聡子，藤田　英俊，八木下尚子*，中島　若巳，
西岡久寿樹，中島　利博

25. リウマチ発症因子シノビオリンによ
るエネルギー代謝調節機構

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

藤田　英俊，荒谷　聡子，八木下尚子*，須藤カツ子，
内野　博之，稲津　正人，臼井　正彦，西岡久寿樹，
中島　利博
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26. ヒト舌がん細胞株 HSC-3細胞におけ
るコリントランスポーターの機能解
析

第 10 回トランスポー
タ ー 研 究 会 年 会
（2015.6.21）東京

西山　遼太，長島　史明，岩尾　紅子，井上　加菜，
緑　ありさ，川合柚衣子，稲津　正人

27. ヒト食道癌細胞株 KYSE-180細胞に
おけるコリントランスポーターの機
能解析

第 10 回トランスポー
タ ー 研 究 会 年 会
（2015.6.21）東京

長島　史明，西山　遼太，岩尾　紅子，井上　加菜，
緑　ありさ，川合柚衣子，稲津　正人

28. キルギス共和国における溶連菌感染
症ならびにその合併症であるリウマ
チ性心疾患 /リウマチ熱の現状－9年
間のフィールド調査について－Study 
of Rheumatic Fever /Rheumatic Heart 
Diseases in Kyrgyz Republic

海外学術調査フェスタ
（2015.6.27）東京

Omurzakov N*,  三浦　直樹*，川原　幸一，西　順一郎，
八木下尚子*，荒谷　聡子，中島　利博

29. 関節リウマチ患者由来 iPS細胞から分
化した単球は，破骨細胞分化能が高い

第 36回日本炎症・再生
医学会・虎ノ門ヒルズ
フォーラム（2015.7.24）
東京

伊藤　眞里，村上　美帆，丹羽　　明*，大澤光次郎*，
齊藤　　潤*，中畑　龍俊*，西本　憲弘

30. ヒト微小脳血管内皮細胞におけるコ
リントランスポーターの分子および
機能的特徴

第 38回日本神経科学大
会（2015.7.28）神戸

稲津　正人，岩尾　紅子，屋良　美紀，山中　　力

31. 化学物質の呼吸器感作性 in vitro評価
法の開発

第 3期 LRI研究報告会
（2015.8.28）東京

溝口　　出，千葉佑規乃，角田　　廉，徐　　明利，
善本　隆之

32. 私達が開発した世界初の E3ユビキチ
ン化酵素シノビオリン阻害剤 LSシ
リーズの可能性について

第 16回運動器科学研究
会（2015.9.12）鹿児島

荒谷　聡子

33. 慢性炎症に機能するシノビオリンの
新しい生体機能

第 16回運動器科学研究
会（2015.9.12）鹿児島

藤田　英俊

34. Stop-imatinib CML患者末梢血単核球
における免疫関連 miRNAの意義

第 7回血液疾患免疫療法
研究会（2015.9.26）東京

大屋敷一馬，溝口　　出，善本　隆之，田内　哲三，
岡部　聖一，片桐誠一朗，梅津　知宏，大屋敷純子

35. 15員環マクロライド系抗菌薬による
鼻茸線維芽細胞のアポトーシス誘導

第 54回日本鼻科学会総
会・学 術 講 演 会
（2015.10.1）広島

瀬尾友佳子*，野中　　学*，稲津　正人，
パワンカール　ルビー*，吉原　俊雄*

36. 線維筋痛症鑑別診断における Tm99カ
ラーシンチグラムの有用性

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

石原　陽子*，西岡真樹子*，内山　眞幸*，中村　郁朗*，
西岡久寿樹

37. HPVワクチン関連神経免疫異常症候
群（HANS）の症候に関する検討

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

大西　孝宏*，西岡久寿樹

38. Anatomical diagnosisからみた HANS
発症のメカニズム

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

黒岩　義之*，横田　俊平，中村　郁朗*，中島　利博，
平井　利明*，西岡久寿樹

39. 身体多機能障害疾患としての HANS
の症候と一元的病巣の推察

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

横田　俊平，黒岩　義之*，中島　利博，西岡久寿樹

40. HANSの治療について 日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

平井　利明*，横田　俊平，中村　郁朗*，黒岩　義之*，
中島　利博，西岡久寿樹

41. HPVワクチン副反応の国際的共通性 日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

中村　郁朗*，横田　俊平，黒岩　義之*，中島　利博，
西岡久寿樹

42. 線維筋痛症の認知的側面に対するリ
ハビリテーション

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

薦田　昭宏*，窪内　郁恵*，橋本　聡子*，黒田　祐子*，
中島　若巳*，澁谷　美雪*，中谷　　孝*，中島　利博
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43. 線維筋痛症例に対する反復性経頭蓋
磁気刺激法の効果と関連因子

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

窪内　郁恵*，薦田　昭宏*，橋本　聡子*，渡邉　彩花*，
島津　　央*，河口　　佑*，青山　　勝*，渡邊　真也*，
中谷　　孝，中島　利博

44. 線維筋痛症の心的外傷性ストレスに
対する脆弱性：東日本大震災後 19ヵ
月間の追跡研究

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

臼井　千恵*，西岡　健弥*，荒谷　聡子，藤田　英俊，
山野　嘉久，中島　利博，西岡久寿樹

45. 大腿骨頸部骨折が発症の引き金と
なった背部痛・咽喉頭部異常感に仙骨
硬膜外ブロックが有効であった線維
筋痛症の 1 症例

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

中島　若巳，荒谷　聡子，藤田　英俊，中谷　　孝*，
中島　利博

46. 線維筋痛症における超音波検査の有
用性の検討

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

西森美佐子*，尾崎　鈴子*，藤島みどり*，山口　結花*，
梅原由加里*，荒谷　聡子，中島　若巳，中谷　　孝，
中島　利博

47. 線維筋痛症・難病センター外来看護師
としての取り組み

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

山口　結花*，藤島みどり*，梅原由加里*，長野　愛子*，
永森ひさみ*，北川　中行*，中谷　　孝，中島　利博

48. Exosome-based therapeutic approach 
using exosomal miRNAs derived from 
bone marrow mesenchymal stromal cells

第 74回日本癌学会学術
総会（2015.10.8-10）名
古屋

Umezu T,  Imanishi S,  Azuma K,  Yoshizawa S,  Ohya-
shiki K,  Ohyashiki JH

49. 慢性骨髄性白血病患者における治療
中止を成功させるための予測因子

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

片桐誠一朗，田内　哲三，梅津　知宏，田所　健一*，
溝口　　出，善本　隆之，大屋敷純子，大屋敷一馬

50. Establishment and characterization of a 
novel chronic hypoxia-resistant multiple 
myeloma cell line, IM-9R

第 77回日本血液学会学
術 集 会 学 術 集 会
（2015.10.16-18）金沢

Azuma K,  Takeuchi K,  Umezu T,  Ohyashiki K,  Ohya-
shiki JH

51. Exosomal miRNA signature of late onset 
acute graft-versus-host disease in allo-
genic hematopoietic stem cell transplanta-
tion

第 77回日本血液学会学
術 集 会 学 術 集 会
（2015.10.16-18）金沢

Yoshizawa S,  Umezu T,  Saitoh Y,  Gotoh M,  Akahane D,  
Kobayashi C,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

52. Predictive factors for successful treatment 
discontinuation of CML patients

第 77回日本血液学会学
術 集 会 学 術 集 会
（2015.10.16-18）金沢

Katagiri S,  Tauchi T,  Umezu T,  Tadokoro K*,  Mizoguchi 
I,  Yoshimoto T,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

53. Exosomal miRNA signature of bone mar-
row mesenchymal stromal cells derived 
from MDS patients

第 77回日本血液学会学
術 集 会 学 術 集 会
（2015.10.16-18）金沢

Saitoh Y,  Imanishi S,  Umezu T,  Yoshizawa S,  Asano M,  
Fujimoto H,  Akahane D,  Yamamoto Y,  Kobayashi C,  
Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

54. Targeting bromodomain protein in aza-
cytidine resistant leukemia cells

第 77回日本血液学会学
術 集 会 学 術 集 会
（2015.10.16-18 ）金沢

Imanishi S,  Takahashi R,  Ohsuga M,  Umezu T,  
Kobayashi C,  Katagiri S,  Asano M,  Saitoh Y,  Ohyashiki 
K,  Ohyashiki JH

55. BIM deletion polymorphism may be asso-
ciated with resistance to chemotherapy for 
follicular lymphoma

第 77回日本血液学会学
術 集 会 学 術 集 会
（2015.10.16-18）金沢

Ito Y,  Umezu T,  Tadokoro K*,  Saitoh Y,  Katagiri S,  
Su guro T,  Asano M,  Yoshizawa S,  Akahane D,  Fujimoto 
H,  Okabe S,  Gotoh M,  Tauchi T,  Ohyashiki JH,  Ohyas-
hiki K

56. ヒト・パピローマウィルス・ワクチン
接種後の情動・自律神経障害：症候学
的ならびに脳血流画像所見

第 68回日本自律神経学
会総会（2015.10.29）愛
知

平井　利明*，井口　保之*，横田　俊平，中村　郁朗*，
中島　利博，西岡久寿樹，黒岩　義之*

57. ヒト・パピローマウィルス・ワクチン
接種後の多彩な神経症候に関する病
態考察

第 68回日本自律神経学
会総会（2015.10.30）愛
知

黒岩　義之*，横田　俊平，中村　郁朗*，中島　利博，
西岡久寿樹，平井　利明*

58. E3ユビキチン化酵素シノビリオン阻
害剤の臨床応用への可能性

第 176回東京医科大学医
学 会 総 会（2015.11.17）
東京

荒谷　聡子，藤田　英俊，西岡久寿樹，中島　利博
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59. The Blood-Brain Barrier Choline Trans-
porter

第 176回東京医科大学医
学 会 総 会（2015.11.17）
東京

Iwao B,  Yara M,  Hara N,  Nishihara H,  Inoue T,  Inazu 
M

60. IL-27は骨髄由来抑制細胞への分化誘
導を阻害する

第 176回東京医科大学医
学 会 総 会（2015.11.17）
東京

関口　昌孝，内田　萌々，千葉祐規乃，溝口　　出，
角田　　廉，徐　　明利，善本　隆之

61. 低酸素耐性骨髄腫細胞株 IM-9-HRの
樹立と性状解析

第 176回東京医科大学医
学 会 総 会（2015.11.17）
東京

武内　　健，梅津　知宏，東　　剣虹，小林　千晶，
大屋敷一馬，大屋敷純子

62. アザシチジン耐性白血病細胞におけ
る BETファミリー阻害剤の分子機構
の解明

第 176回東京医科大学医
学 会 総 会（2015.11.17）
東京

大須賀美穂，高橋　諒子，今西　　哲，小林　千晶，
梅津　知宏，片桐誠一朗，大屋敷一馬，大屋敷純子

63. Binding of Epstein-Barr virus-induced 
gene 3 to calnexin enhances its chaperone 
activity and augments interleukin-23 
receptor expression, leading to develop-
ment of colitis

第 44回日本免疫学会総
会 ・ 学 術 集 会
（2015.11.18-20）札幌

Mizoguchi I,  Chiba Y,  Xu M,  Yoshimoto T

64. 血液脳関門におけるコリントランス
ポーターの同定とその機能解析

第 37回生体膜と薬物の
相互作用シンポジウム
（2015.11.19）熊本

岩尾　紅子，川合柚衣子，山中　　力，西原　広史*，
井上　　猛，稲津　正人

65. 血液胎盤関門におけるコリントラン
スポーターの同定と機能解析

第 37回生体膜と薬物の
相互作用シンポジウム
（2015.11.19）熊本

川合柚衣子，屋良　美紀，岩尾　紅子，山中　　力，
稲津　正人

66. HPVワクチン副反応発症の病因・病
態

第 30回日本臨床リウマ
チ学会（2015.11.22）兵
庫

黒岩　義之*，横田　俊平，中村　郁朗*，中島　利博，
平井　利明，西岡久寿樹

67. 慢性炎症に関わるシノビオリンの新
規エネルギー代謝調節機構

第 38回日本分子生物学
会（2015.12.4）兵庫

藤田　英俊，荒谷　聡子，八木下尚子*，須藤カツ子，
中島　若巳，内野　博之，西岡久寿樹，中島　利博

68. 化学物質の呼吸器感作性 in vitro評価
法の開発

第 28回日本動物実験代
替法学会（2015.12.10-12）
横浜

善本　隆之，千葉佑規乃，角田　　廉，徐　　明利，
溝口　　出

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 明日も元気 TBSラジオ（2015.1.18）

東京
西岡久寿樹

2. メディア掲載　日本経済新聞「細胞が
放出エクソソーム：がん進行・転移に
関与」

日本経済新聞（2015.6.8）
東京

大屋敷純子

3. ニュース 23 TBSテレビ（2015.9.25）
東京

西岡久寿樹

4. 甲府ローカルニュース NHK 甲 府（2015.10.1）
甲府

西岡久寿樹

医学教育推進センター

【教育】
「到 達 目 標」　2014年度の第 1学年より段階的に導入された新カリキュラムの評価と改善を行っていきます。また，2016年 9

月の医学教育分野別評価（国際認証）の受審に向け，カリキュラムの評価・点検に関する作業を推進，学内での
受審体制の構築を進めていきます。カリキュラムの改善には教育 IRセンターと協働しエビデンスを反映させま
す。平成 28年度からは診療参加型臨床実習の期間を 4ヵ月に延長し，質・量ともに充実させます。

　　　　　　　平成 28年度 4月に発表された，中長期計画の教育ビジョンと具体的な計画に基づき，予定された内容を実行し
ていきます。
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「現 状 説 明」　講義の対象は医学部医学科のみならず，修士および博士課程の大学院生，看護専門学校，医学部看護科におよび
ます。教職員に対しては年 2回の Advanced WSに加え，理事・主任教授・教授対象 FDや各種ミニ FDを開催し
ています。e-learningおよびポートフォリオを全国に先駆け導入した実績があり，更に使いやすいシステムへと
改善させていきます。国際交流では海外の提携校を増やし相互の学生交流を推進させます。

　　　　　　　2016年 9月の医学教育分野別評価（国際認証）の受審に向け，カリキュラムの自己点検書を完成させました。
現地視察に関する準備を実施中です。

「点検・評価」　学生の学習環境の要望を整理し，また，ICT活用におけるインターネット環境の向上，能動的授業の導入とその
ための小教室の設置や利用など，新たな授業形態を見据えた教室の整備をする必要があります。

「改 善 方 策」　新カリキュラムにおける教育効果を多面的に検証し，今後の医学教育の質の向上のため改善と改革を継続してい
きます。

　　　　　　　中長期計画で実行できていない内容や，医学教育分野別評価で指摘される内容を改善していきたいと考えていま
す。

「目標・改善方策の達成度」　学生教育の向上という目標に向け，学務課や卒後臨床研修センターとの連携を密にし，効率的でシー
ムレスな教育体制を構築する必要があります。

【研究】
「到 達 目 標」　医学研究に関する様々な研究を展開し，本学の医学教育活動の推進に寄与すると共に医学教育学の発展に貢献し

ます。
「現 状 説 明」　本年は文部科学省の科研費補助金では，基盤研究（B）1件，基盤研究（C）2件を含む 6件を獲得しました。学

会発表や英文論文を含む研究論文の掲載も増加しています。医学会総会では学生の国際交流に関する英語による
演題発表を指導しています。

「点検・評価」　 科研費を得た研究は確実に遂行すると共に，更に本年不採用であった研究は来年度は採択されるよう準備します。
「改 善 方 策」　本年は教員による国際学会での発信や英文論文の発表を目標としています。教育 IRセンターと協働し，得られ

たデータの解析，他大学との交流，海外を含む先進的な研究機関への視察や大学院生の留学なども促進します。
「目標・改善方策の達成度」　
【社会貢献】
「到 達 目 標」　医学教育の研究や改革を通じ，本学のみならず本邦ならびに世界の医学教育の発展に寄与することにより，社会

に貢献します。さらに一般社会に対し，医学教育分野別評価の受審を通じて評価を公表し，医師の質を保証する
と共に医科大学として社会への責任を果たします。各科と協働し，教育の質を高めます。結果的に，医学教育分
野別評価において高い評価が得られることを目指します。

「現 状 説 明」　全国の医学部，医科大学の中では早い時期からカリキュラムをグローバルスタンダードに近付け，新しいカリキュ
ラムを導入しました。

　　　　　　　医学教育分野別評価を受審します。自己点検書の作成は，多くの教職員と協働で医学教育推進センターが主導し
て完成させました。医学教育の研究や改革を通じ，本学のみならず本邦ならびに世界の医学教育の発展に寄与す
ることにより，社会に貢献します。さらに一般社会に対し，医師の質を保証すると共に教育内容を十分に情報発
信することにより医科大学として社会への責任を果たします。

「点検・評価」　医療系大学間共用試験実施評価機構，日本医学教育学会，文科省などにおいて医学教育の専門家としての立場か
ら貢献しています。

「改 善 方 策」　研究活動をさらに促進し，その成果を各種の社会貢献活動に反映させると共に，ホームページなどを通じてこれ
らの活動の成果を広く広報します。

「目標・改善方策の達成度」　

I.　著書
1. エッセンシャル
臨床シミュレーション医療教育

篠原出版新社，177-241, 
263-290

監訳：奈良　信雄，石川　和信，泉　　美貴，他訳

II.　学術論文
A1. Japanese version of the Munich Parasom-

nia Screening：translation and linguistic 
validation of a screening instrument for 
parasomnias and nocturnal behaviors

Neuropsychiatric Disease 
and Treatment （11）：
2 9 5 3-2 9 5 8 ,  2 0 1 5
（IF=1.741）

Komada Y,  Breugelmans R,  Fulda S,  Nakano S,  Wata-
nabe A,  Noda C,  Nishida S,  Inoue Y
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2. Consensus Paper：Neuroimmune mecha-
nisms of cerebellar ataxias

Cerebellum 2015 March 
31；DOI 10.1007/s12311-

015-0664-x（IF=2.717）

Mitoma H,  Adhikari K,  Aeschlimann D,  Chattopadhyay 
P,  Hadjivassiliou M,  Hampe CS,  Honnorat J,  Joubert B,  
Kakei S,  Lee J,  Manto M,  Matsunaga A,  Mizusawa H,  
Nanri K,  Shanmugarajah P,  Yoneda M,  Yuki N

3. Disease-specifi c monoclonal antibodies 
targeting glutamate decarboxylase impair 
GABAergic neurotransmission

Front Behav Neurosci 2015 
March 27；9：78. DOI 
10.339/finbeh.2015.078.
e C o l l e c t i o n  2 0 1 5
（IF=3.27）

Manto M,  Honnorat J,  Hampe CS,  Guerra-Narbona R,  
López-Ramos JC,  Delgado-García JM,  Saitow F,  Suzuki 
H,  Yanagawa Y,  Mizusawa H,  Mitoma H

4. Eff ect of age, gender, and walkway length 
on accelerometry-based gait parameters 
for healthy adult subjects

J Mech Med Biol 2015；
D O I  1 0 . 1 1 4 2 /
S 0 2 1 9 5 1 9 4 1 6 5 0 0 2 9 9 .
（IF=0.731）

Yoneyama M,  Mitoma H,  Hayashi A

5. Ambulatory Gait Behavior in Patients 
with Dementia：A Comparison with Par-
kinson's Disease

IEEE Trans Neural Syst 
Rehabil Eng 2015；DOI 
o r g / 1 0 . 1 1 0 9 /
TNSRE.2015.2477856.
（IF=2.583）

Yoneyama M,  Mitoma H,  Higuma M,  Sanjo N,  Yokota 
T,  Terashi H

6. Guidelines for treatment of immune-
mediated cerebellar ataxias

Cerebellum Ataxias 2015 
Nov 10；2：14. doi：
1 0 . 11 8 6 / s 4 0 6 7 3-0 1 5-

0034-y.

Mitoma H,  Hadjivassiliou M,  Honnorat J

7. Overlooked Holmes’ clinical signs：
reevaluation by recent physiological fi nd-
ings

Cerebellum Ataxias 2015 
Nov  6；2：13 .  do i：
1 0 . 11 8 6 / s 4 0 6 7 3-0 1 5-

0033-z.

Ihikawa T,  Kakei S,  Mitoma H

8. Simple & Eff ective Medical Writing
Microsoft Word tips for medical Writing-

Part 1 ：Style and formatting

日本胸部臨床 9（74）：
996-1004, 2015

Rブルーヘルマンス

9. Microsoft Word tips for medical writing-

Part 2：Language settings and spell 
checking

日本胸部臨床 11（74）：
1246-1254, 2015

Rブルーヘルマンス

10. 日本医学英語教育学会
医学教育のグローバルスタンダード
に対応するための医学英語教育ガイ
ドライン

Journal of Medical English 
Education 14（3）：130-

142, 2015

福沢　嘉孝，一杉　正仁，石井　誠一，亀岡　淳一，
建部　一夫，高田　　淳，服部しのぶ，廣川慎一郎，
森　　　茂，守屋　利佳，Breugelmans R，吉岡　俊正

11. 意見：全国医学部の eポートフォリオ
利用状況調査い

医 学 教 育 46（5）：443-

436, 2015
門川　俊明，Rブルーヘルマンス，淺田　義和，
平形　道人

12. 医療面接実習では教員の臨床での体
験談，学生同士の討論が期待されてい
る　教員からのフィードバックに対
する評価の多面的解析にもとづく教
員マニュアルの効果の検討

医学教育 46：53-62, 2015 原田　芳巳，平山　陽示，和久田佳奈，井村　博美，
大滝　純司

13. 全国の大学医学部・医科大学付属病院
（本院）での初期研修医の総合診療の
外来研修に関する調査　現状と今後
の課題

医 学 教 育 46：425-428, 
2015

原田　芳巳，平山　陽示，和久田佳奈，大滝　純司

B1. 第 18章皮膚　4．日光角化症　5．脂
腺癌　6．乳房外 Paget病

病理と臨床 33：291-293, 
2015

泉　　美貴

C1. 診断に苦慮した乳輪部に発生した巨
大尖圭コンジローマの 1例

診 断 病 理 32（2）：159-

163, 2015
諸橋　聡子，吉澤　忠司，泉　　美貴，他 5名
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2. Birt-Hogg-Dube症候群の 1例 臨床皮膚科 69（6）：393-

396, 2015
浅見　友梨，清水　　真，泉　　美貴，他 8名

III.　学術刊行物
B1. ラボクイズ　1月号の解答と解説 検査と技術 43（2）：163, 

2015
泉　　美貴

2. 女性のキャリア形成に “楽天的な姿
勢”が重要

Medical Tribune Pro（ネッ
ト）

泉　　美貴

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Assessment criteria for skills assessment 

with a fundus simulator on the basis of 
receiver operating characteristic curves

12th Asian Pacifi c Medical 
Education Conference & 
3rd International Confer-
ence on Faculty Develop-
ment in the Health Pprofes-
sions（2015.2）Singapore

Akaishi Y,  Otaki J,  Harada Y,  Breugelmans R,  Hirayama 
Y,  Izumi M

2. Feasibility of student-generated e-learn-
ing content authoring as and for learning 
in medical education

12th Asian Pacifi c Medical 
Education Conference & 
3rd International Confer-
ence on Faculty Develop-
ment in the Health Pprofes-
sions（2015.2）Singapore

Breugelmans R,  Komoda T,  Yukawa H,  Izumi M

3. Students In Medical Interview Training 
Classes Prefer Teacher Feedback That 
Includes Clinical Experiences -Analysis 
of Feedback By Teachers In Medical 
Interview Training, And Creation of A 
Teacher’s Manual

12th Asia Pacifi c Medical 
Education Conference
（2015.2.7）Singapore

Harada Y,  Hirayama Y,  Wakuda K,  Imura H,  Otaki J

4. Educational Disparity and Medical School 
Entrance Examination：A Report of Inter-
national Synposium on Medical School 
Entrance Examination：challenges and 
reforms

WONCA-APR（2015.3） Otaki J,  Nagata-Kobayashi S,  Izumi M,  Komoda T

国内学会
A1. 女性医師－結婚－子育てどんとこ
い！

神戸大学附属病院 D&M 
plusブラッシュアップセ
ンター主催「なでしこ女
性医師養成コースシンポ
ジウム」（2015.2.19-20）
神戸

泉　　美貴

2. 扁平苔癬および類縁疾患の病理診断
－扁平苔癬を考える－

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

泉　　美貴

3. 受診頻度の高い 3大良性腫瘍　脂漏性
角化症　粉瘤　色素性母斑をトータ
ルに学ぼう

第 114回日本皮膚科学会
総会（2015.5.29-31）横
浜

泉　　美貴

4. 付属器腫瘍の診断のコツ 第 114回日本皮膚科学会
総会（2015.5.29-31）横
浜

泉　　美貴
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5. メラノサイト系病変の病理診断 ABC 第 69回筑後皮膚科医会
（2015.6.16）福岡

泉　　美貴

6. 英語コメンテーターとして特別発言
（36人の研究者の発表に対する個別の
コメント）

第 61回国際外科学会日
本部会総会（2015.6.20）
東京

Rブルーヘルマンス

7. 脂漏性角化症の病理診断 第 30回ゐのはな皮膚科
セミナー（2015.7.9）千
葉

泉　　美貴

8. シンポジウム 13　医学教育で使える e
ラーニングの考え方と実際　特別発
言
日本医学教育学会会員のための eラー
ニング教材作成・共有ツール

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

Rブルーヘルマンス

9. 毛嚢系疾患の皮膚病理診断 長崎皮膚腫瘍研究会
（2015.8.1-2）長崎

泉　　美貴

10.「病理医として生きる」先輩医師が語
るその魅力と醍醐味～医師となる魅
力，病理医となる魅力とは～

日本病理学会中国四国支
部主催第 16回病理夏の
学校（2015.8.23-24）島
根

泉　　美貴

11. 皮膚科領域における病理診断，基本の
基本

神戸大学（2015.10.6-7）
神戸

泉　　美貴

12. OSCEを知る 第 1回臨床工学技士養成
教員研修会（2015.10.31）
東京

原田　芳巳

13. 女性医師としてキャリアを成功させ
るコツ！

茨城県医師会　男女共同
参 画 フ ォ ー ラ ム
（2015.11.15）茨城

泉　　美貴

14. 英語コメンテーターとして特別発言
（イングリッシュコンペティションの
発表に対する個別のコメントおよび
評価）

第 19回日本顎顔面イン
プラント学会学術大会
（2015.11.28-29）神奈川

Rブルーヘルマンス

B1. A case of Birt-Hogg-Dube syndrome 第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

森谷　鈴子，野　　秀紀，岩越　朱理，長谷川正規，
市原　　周，浅見　友梨，黒田　直人，泉　　美貴

2. 乳輪部に生じた巨大尖圭コンジロー
マの一例

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

諸橋　聡子，平井　秀明，羽賀　敏博，吉澤　忠司，
清野　浩子，呉　　雲燕，泉　　美貴，鬼島　　宏

3. 悪性黒色腫との鑑別が困難な，慢性刺
激による掌蹠の異型母斑細胞性母斑
の提唱

第 42回皮膚かたち研究
学術大会（2015.6.21）東
京

泉　　美貴

4. 医療面接実習と OSCEにおける実習
指導教員別の点数の比較検討

第 3回日本シミュレー
ション医療教育学会学術
大会（2015.6.27）下野

原田　芳巳，平山　陽示，和久田佳奈，井村　博美，
大滝　純司

5. 症例提示の指導に SNAPPSあるいは
six microskillsを用いることで生じる
学習課題の違いに関する検討

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

関　　正康，大滝　純司，小林志津子，菰田　孝行，
Rブルーヘルマンス，小此木英男，大野　岩男，
赤石　　雄，原田　芳巳，平山　陽示，泉　　美貴

6. 臨床シミュレーション教育の活用は
医学生の自己評価を高めるか ?

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

小松　弘幸，石川　和信，首藤　太一，阿部　恵子，
藤崎　和彦，吉田　素文，大槻　眞嗣，泉　　美貴，
鈴木敬一郎，石川　鎮清，廣橋　一裕

7. キャリアを形成した 20人の女性医師
へのインタビュー調査（第 2報）
～成功に必要な要素とは何か～

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

泉　　美貴，小林志津子，檜垣　祐子
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8. 全国医学部の eポートフォリオ利用状
況調査

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

門川　俊明，Rブルーヘルマンス，淺田　義和，
平形　道人

9. プレゼンテーション演習における相
互評価と自己評価
紙ベースからオンライン評価へ

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

青木　昭子，Rブルーヘルマンス，泉　　美貴，
菰田　孝行

10. 臨床倫理ワークショップをどのよう
に開催したらよいか　開催 2回の経験
から

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.24）新潟

黒須　三惠，平山　陽示，原田　芳巳，岩渕　篤敬，
鈴木　　亮，芦田　ルリ，倉田　　誠

11. 模擬患者参加型医療面接実習の効果
の検討　担当教員用のマニュアルの
成果の検証

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.24）新潟

原田　芳巳，平山　陽示，和久田佳奈，井村　博美，
大滝　純司

12. JSPE日本語版による医学生の共感性
評価（第 3報）　経年変化

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.24）新潟

平山　陽示，原田　芳巳，大滝　純司，大生　定義*，
片岡　仁美*，菰田　孝之，和久田佳奈

13. プレゼンテーション演習における相
互評価と自己評価，紙ベースからオン
ライン評価へ

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.24）新潟

青木　昭子，Rブルーヘルマンス，泉　　美貴

14. 医学部学生の地域医療実習における
健診施設の役割について

第 56回日本人間ドック
学会総会（2015.7.30-31）
横浜

春日　郁馬，久保　田要，森田　大児，河村　一太，
前澤　浩美，平良　美香，奥山あゆみ，高橋　大輔，
菰田　孝行，泉　　美貴

15. 学生目線の eラーニング教材作成への
取り組み

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

後藤　悠史，平澤　智明，中村浩太郎，木村　　信，
泉　　美貴，Rブルーヘルマンス，油川ひとみ

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 医学英語の基礎 日本科学技術連盟第 14

回メディカルライティン
グ教育コース（2015.1.9）
東京

Rブルーヘルマンス

2. 東京医科大学における 6年一貫 eポー
トフォリオへの挑戦

医学教育 eポートフォリ
オワークショップ 2015
（2015.2.14）東京

Rブルーヘルマンス

3. ITが苦手でも簡単に作れるインタラ
クティブな eラーニング教材

第 4回　東京医科大学 e
ラーニングシンポジウム
（2015.2.21）東京

Rブルーヘルマンス

4. 英語論文執筆のスキルアップ 倉敷中央病院英語論文執
筆セミナー（2015.2.27）
倉敷

Rブルーヘルマンス

5. 英語論文執筆と校閲 倉敷中央病院英語論文執
筆 ワ ー ク シ ョ ッ プ
（2015.2.27）倉敷

Rブルーヘルマンス

6. What language professionals need to 
know about wrinting for publication in 
biomedical journals

第 4回西日本医学英語勉
強会（2015.2.28）広島

Rブルーヘルマンス

7. 東京医科大学における ICT活用教育
の三つの柱～LMS, eポートフォリオ，
eコンテンツ

文部科学省大学間連携共
同教育推進事業昭和大学
教育セミナー（2015.3.11）
東京

Rブルーヘルマンス

8. 知っておきたい英語での論文執筆と
口頭発表のコツ The dos ando don’ts of 
oral presentations

日本医学英語教育学会ト
レーニングセミナー
（2015.3.22）東京

Rブルーヘルマンス
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9. グローバルに通じるプレゼンテー
ション術

第 88回日本内分泌学会
学術総会（2015.4.25）東
京

Rブルーヘルマンス

10. カバーレターの書き方と査読結果へ
の対応

日本メディカルライター
協会第 5回メディカルラ
イティング上級講座
（2015.6.11）東京

Rブルーヘルマンス

11. 医学教育アドバンストワークショッ
プ

第 24回　東京医科大学
医学教育アドバンスト
ワ ー ク シ ョ ッ プ
（2015.7.5）東京

Rブルーヘルマンス

12. 医学教育のグローバルスタンダード
に対応するための医学英語教育ガイ
ドライン作成（最終報告）

第 18回日本医学英語教
育学会学術大会集会
（2015.7.19）岡山

福沢　嘉孝，一杉　正仁，石井　誠一，亀岡　淳一，
建部　一夫，高田　　淳，服部しのぶ，廣川慎一郎，
森　　　茂，守屋　利佳，Rブルーヘルマンス，
吉岡　俊正

13. 英語メディカルライティングの基礎 日本メディカルライター
協会第 11回メディカル
ライティング基礎講座
（2015.9.15）東京

Rブルーヘルマンス

14.「簡単にできちゃう！ eラーニング教
材」

日本医学教育学会　広
報・情報基盤開発委員会
主催ワークショップ
（2015.10.9）東京

Rブルーヘルマンス

15.「簡単にできちゃう！ eラーニング教
材」Xerteを使って教材を作る

日本医学教育学会　広
報・情報基盤開発委員会
主催ワークショップ
（2015.10.9）東京

Rブルーヘルマンス

16. 東京医科大学における ICT活用教育
の三つの柱～LMS，eポートフォリオ，
eコンテンツ～

第 30回東海大学医学部
卒前医学教育ワーク
ショップ（2015.11.5）神
奈川

Rブルーヘルマンス

17. 医学英語の基礎 日本科学技術連盟第 15
回メディカルライティン
グ教育コース（2015.12.8）
東京

Rブルーヘルマンス

図 書 館

【教育】
「到 達 目 標」　学生・教職員を対象とした情報リテラシーや著作権講習会を企画，実施する。特に新入生，新入職員への対応を

重点的に行う。
「現 状 説 明」　医学科，看護学科の授業時間を利用し，図書館の利用，電子資料の利用，文献検索，著作権などを説明している。

図書館の利用ではツアー形式，文献検索は実習形式で実施している。
　　　　　　　社会人大学院生，卒後臨床研修医，看護師対象には各館で講習会を開催し，図書館の利用，電子資料の利用，文

献検索，著作権，文献管理・論文作成支援などの説明を行っている。電子資料の利用や文献検索は実習形式を取
り入れ，また，文献管理・論文作成支援は外部講師の招聘も行い，より専門的な講習会となっている。

「点検・評価」　講習会終了後はデータベースのアクセス数も増加し，講習対象者の情報リテラシーの向上がみられる。
「改 善 方 策」　教員と連携し，医学科・看護学科ともにカリキュラムに対応した体系的な情報リテラシー教育の企画を行い，図

書館が持つ機能を教育・研究に十分活かしたい。医学科では 2014年以降は医学科 5年生 BSL統合授業の図書館
担当時間がないため，今後は医学科 5年生以上の情報リテラシー教育の充実をはかりたい。看護学科では卒業研
究が開始される 4年生向けの文献検索方法を企画する。
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「目標・改善方策の達成度」　到達目標のほぼ 80%を達成した。各館とも講習会の実施回数は増加しているが，講習内容につい
ても各館で均等となるよう，さらに努力する。看護師への研究支援の成果は効果的に現れている。図書館サービ
スの利用者数も増加し，文献検索，文献複写申込など積極的に利用されている。

【研究】
「到 達 目 標」　医学図書館関連および学術情報流通などの各種研究会などに参加し，発表や論文を執筆できるようにする。また，

得られた知見はスタッフ全員で情報共有し，利用者に高品質のサービスを提供する。
「現 状 説 明」　当館職員は，日本医学図書館協会，私立大学図書館協会，国立情報学研究所等関連団体の定期的な研究会には毎

年参加している。さらに聴講のみならず研修会の講師を務めるなどして，得られた知識を元にさらなる能力の向
上を図っている。

「点検・評価」　自己研鑽や職員同士のアドバイス等により，利用者対象の講習会は年々レベルが上がってきている。
「改 善 方 策」　今後も各種研修会への参加ノルマを，職員一人あたり年 1回とすることで，引き続き研鑽に努める。研究会での

発表や論文執筆についても各自で目標を設定する。
「目標・改善方策の達成度」　研究会等への参加に関しては，ほぼ達成できている。図書館主催の講習会においては講師を務める

職員を増やすことができた。次年度もさらに増やす努力をしたい。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　他大学・病院・研究機関等の学生，研究者への医療情報資料を提供する。前年より提供件数の増加を目標とする。

学術リポジトリの収録コンテンツの充実をはかり，本学学術成果物の一般公開をさらにすすめる。
「現 状 説 明」　2013年 3月より本学教職員の学術成果物を「東京医科大学学術リポジトリ」に搭載し，一般公開を開始した。

収録コンテンツは「東京医科大学雑誌」，「東京医科大学病院看護研究集録」，「学位論文要旨」，「東京医科大学看
護専門学校紀要」の他，2015年からは「東京医科大学五十年史」「東京医科大学建学の礎」「奮闘之半年」といっ
た，本学創立の歴史について書かれた資料も登録，公開している。

「点検・評価」　本学学術情報リポジトリの登録件数は約 8,000件であり，アクセス数は公開から 2015年 12月現在で 125万件を
超えた。また，同様に公開からの論文ダウンロード数は累計で約 38万件であり，昨年より 5,000件程度ダウンロー
ド数も増えている。2015年の他機関への医療情報資料の提供件数は 4キャンパス合計で約 8,200件であり，前年
より増加している。

「改 善 方 策」　昨今の資料費高騰や収納スペースの狭小化に伴い，提供可能な医療情報資料は電子資料が増えている。著作権に
則った電子資料契約状況を確認しつつ，他機関へも積極的に提供していきたい。

「目標・改善方策の達成度」　学術リポジトリの整備においては，達成している。他機関への医療情報資料の提供件数の増加につ
いては引き続き努力する。

II.　学術論文
D1. 2014年度　協会賞・奨励賞 医学図書館　62巻 3号，

2015
日本医学図書館協会　協会賞・奨励賞選考委員会（委
員長　野坂美恵子）

医師・学生・研究者支援センター

I.　著書
1. 掌蹠膿疱症に VD3は有効か ? EBM皮
膚疾患の治療

up-to-date 中外医学社，
140-143, 2015

大久保ゆかり（編：宮地　良樹）

2. 生物学的製剤　インフォームドコン
セントのための図説シリーズ乾癬

医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社，
87-95, 2015

大久保ゆかり（編：中川　秀己）

II.　学術論文
A1. Multiple halo nevi subsequent to a short 

period of sunbathing
J Dermatol 42：543-544, 
2015（IF=1.577）

Kawaguchi A,  Yamamoto T,  Okubo Y,  Mitsuhashi Y,  
Tsuboi R

2. Perioperative management of tumor 
necrosis factor-alpha blocker-treated pso-
riatic patients：Case reports and review

J Dermatol 42：1-4, 2015
（IF=1.577）

Kawakami H,  Matsumoto Y,  Abe N,  Katori Y,  Taka-
hashi K,  Tsuboi R,  Okubo Y
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3. Effi  cacy of adalimumab and methotrexate 
combination therapy on generalized pus-
tular psoriasis patients unresponsive to 
infl iximab monotherapy due to anti-infl ix-
imab antibody development

J Dermatol 42：94-95, 
2015（IF=1.577）

Kawakami H,  Maeda T,  Abe N,  Matsumoto Y,  Mitsu-
hashi Y,  Tsuboi R,  Okubo Y

4. A case of contact urticaria inducing ana-
phylaxis due to Liliaceae vegetables in a 
hand eczema patient

Allergol Int 64：211-213, 
2015（IF=1.28）

Kobayashi T,  Ito T,  Egusa C,  Maeda T,  Numata T,  
Okubo Y,  Tsuboi R

5. Eighteen cases of wheat allergy and 
wheat-dependent exercise-induced urti-
caria/anaphylaxis sensitized by hydro-
lyzed wheat protein in soap

Int J Dermatol 54：302-

305, 2015（IF=1.415）
Kobayashi T,  Ito T,  Kawakami H,  Fujishiro K,  Hirano 
H,  Okubo Y,  Tsuboi R

6. Topical combination therapy with vitamin 
D3 and corticosteroid ointment for palmo-
plantar pustulosis：A prospective, ran-
domized, left-right comparison study

J Dermatol Treat 25：1-3, 
2015（IF=1.857）

Muro M,  Kawakami H,  Matsumoto Y,  Abe N,  Tsuboi R,  
Okubo Y

7. Allergic contact dermatitis caused by ada-
palene

Contact Dermatitis 73：
187-188, 2015（IF=5.692）

Numata T,  Jo R,  Kobayashi Y,  Tsuboi R,  Okubo Y

8. Two cases of allergic contact dermatitis 
due to skin-whitening cosmetics

Allergol Int 64：194-195, 
2015（IF=1.28）

Numata T,  Kobayashi Y,  Ito T,  Harada K,  Tsuboi R,  
Okubo Y

9. Adult case of Langerhans cell histiocyto-
sis

J Dermatol 42：107-108, 
2015（IF=1.577）

Numata T,  Okubo Y,  Uchiyama M,  Takeuchi Y,  Muro 
M,  Tsuboi R,  Gotoh A,  Nomura M,  Mitsuhashi Y

10. Phosphorylation status determines the 
opposing functions of Smad2/Smad3 as 
STAT3 cofactors in TH17 diff erentiation

Nature Commun doi：
10.1038/ncomms8600, 
2015（IF=11.329）

Yoon JH,  Sudo K,  Kuroda M,  Kato M,  Lee IK,  Han JS,  
Nakae S,  Imamura T,  Kim JR,  Ju JH,  Kim DK,  Matsu-
zaki K,  Weinstein M,  Matsumoto I,  Sumida T,  Mamura 
M

11. Inhibition of lethal inflammatory 
responses through the targeting of mem-
brane-associated Toll-like receptor 4 sig-
naling complexes with a Smad6-derived 
peptide

EMBO Mol Med 7（5）：
577-592, doi：10.15252/
emmm.201404653, 2015
（IF=9.547）

Park JS,  Jung SM,  Kim SD,  Kim JH,  Lee JY,  Jung KC,  
Mamura M,  Lee S,  Kim SJ,  Bae YS,  Park SH

12. Progressive Multifocal Leukoencephalop-
athy－Dot-shaped inclusions and virus-
host interactions－

Neuropathology 35（5）：
487-496, 2015（IF=1.79）

Shishido-Hara Y

13. Eff ects of Xenon Irradiation of Stellate 
Ganglion Region on Fibromyalgia

Journal of Physical Ther-
apy Science 27（1）：209-

212, 2015（IF=0.392）

Nakajima F,  Komoda A,  Kawate M,  Aratani S,  Fujita H,  
Nakatani K,  Akiyama M,  Makita K,  Nakajima T

14. The E3 ligase synoviolin controls body 
weight and mitochondrial biogenesis 
through negative regulation of PGC-1β

EMBO J 34（8）：1042-

1055, 2015（IF=9.643）
Fujita H,  Yagishita N,  Aratani S,  Saito-Fujita T,  Morota 
S,  Yamano Y,  Hansson MJ,  Inazu M,  Kokuba H,  Sudo 
K,  Sato E,  Kawahara K,  Nakajima F,  Hasegawa D,  
Higuchi H,  Sato T,  Araya N,  Usui C,  Nishioka K,  
Nakatani Y,  Maruyama I,  Usui M,  Hara N,  Uchino H,  
Eskil Elmer,  Nishioka K,  Nakajima T

15. Serum soluble levels of the transmem-
brane activator and calcium-modulator 
and cycliphilin-ligand interactor in MPO-

ANCA associated renal vasculitis

Clinical and Experimental 
Nephrology 19（4）：759-

760, 2015（IF=2.02）

Nagai M,  Hirayama K,  Ebihara I

16. Serum-soluble CD40 ligand level in 
MPO-ANCA-associated renal vasculitis

J vasculitis 1（1）：102, 
2015［Online］

Hirayama K,  Nagai M,  Ebihara I

17. 当科における過去 3年間の掌蹠膿疱症
111例の統計学的検討

日 皮 会 誌 125：1775-

1782, 2015
藤城　幹山，坪井　良治，大久保ゆかり
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B1. 若手医師のキャリア形成の障壁と支
援

日 医 雑 誌 144：1465-

1470, 2015
檀　　直彰，小島原典子，赤羽　晃寿，大久保ゆかり，
横田　裕行，猪狩　和子，稲葉　貴子，福下　公子，
大澤　秀一，鄭　　東孝，山田千津子，山口いづみ

2. 加水分解コムギ含有石鹸使用による
小麦アレルギー

皮 病 診 療 37：71-74, 
2015

小林　知子，伊藤　友章，大久保ゆかり，坪井　良治

3. Breast carcinoma with osteoclast-like 
stromal giant cells ?破骨細胞様間質巨
細胞の出現と，富血管性炎症性間質と
の関係は ?－病理と臨床－

病理と臨床 33（7）：793-

797, 2015
宍戸-原由紀子，千葉　知宏，菅間　　博

4. 発症 8年目の MIBG心筋シンチで集
積低下が乏しかった Parkinson傍の一
剖検例

病理と臨床 33（7）：763-

770, 2015
千葉　知宏，宍戸-原由紀子，木戸　直樹，
千葉　厚朗，菅間　　博

5. ヒト大脳白質の成り立ちと病態 ［What 
matters more in the white matter：think-
ing inside of the brain］

Brain Nerve 67（4）：371-

387, 2015
内原　俊記，宍戸-原由紀子

6. 慢性腎臓病に対する食事療法基準
2014年版－成人，慢性腎臓病患者・
慢性透析患者の新しい食事療法基準，
臨床栄養

医歯薬出版株式会社 126
（4）：399-406, 2015

長井　美穂，菅野　義彦

7. CKDにおけるサルコペニア・フレイ
ル対策，透析患者におけるサルコペニ
ア・フレイルの実態

臨床透析 31（8）：1035-

1040, 2015
長井　美穂，菅野　義彦

III.　学術刊行物
A1. 厚生労働科学研究費補助金 がん化学
療法及び免疫抑制療法中の B型肝炎
ウイルス再活性化予防対策法の確立
を目指したウイルス要因と宿主要因
の包括的研究

平成 26年度 総括・分担
研究報告書，9-15, 2015

大久保ゆかり

2. 厚生労働科学研究費補助金　難治性
疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）プリオン病及び遅発性ウイ
ルス感染に関する調査研究班

平成 26年度　総括・分
担研究報告書

宍戸-原由紀子

B1. 女性医師キャリア支援について 日本私立医科大学協会，
医 学 振 興， 第 80 号，
7-27, 2015

大久保ゆかり

2. 手のひら，足の裏皮疹注意　掌蹠膿疱
症

河北新報 20, 2015.2.4 大久保ゆかり

3. 医科系大学の女性研究者が研究活動
を継続する難しさに挑戦

女性研究者研究活動支援
事業 活動のあゆみ：23, 
2015.3.1

大久保ゆかり

4. 医師・学生・研究者支援センター 平
成 26年度活動報告と今年度の目標

東医大報：579：18, 2015 大久保ゆかり

5. 夏の皮膚炎 汗に含まれる金属が原因
かも

朝日新聞 5, 2015.6.15 大久保ゆかり

6. 女医さん，諦めないで！ 時事ドットコム，2015.8.1 大久保ゆかり
7.「乾癬」の最新情報を知り正しい治療
でよりよい暮らしに

リビング東京東 1909：5, 
2015.8.22

大久保ゆかり

8. 乾癬の治療 生物学的製剤 高い効果 読売新聞：3, 2015.9.17 大久保ゆかり
9. 知って得する！新名医の最新治療　
乾癬

週 刊 朝 日：85-87, 
2015.10.30

大久保ゆかり
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10. 第 51回医科学フォーラム 東 医 大 誌 73：388-389, 
2015

持田　澄子，大久保ゆかり

11. 新名医の最新治療 2016 乾癬 週刊朝日 MOOK：222-

224, 2015
大久保ゆかり

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Dynamic Smad signaling networks in 

immune cell regulation
Joint International Sympo-
sium on TGF-β family and 
Cancer （JSPS Core-to 
Core Program “Coopera-
tive International Frame-
work in TGF-β Family 
Signaling” and Grant-in-

Aid for Scientifi c Research 
on Innovative Areas by 
M E X T  “ I n t e g r a t i v e 
Research on Cancer Micro-
environment Network”
（2015.1 .13）Tsukuba, 

Japan

Mamura M

2. Opposing roles of Smad2 and Smad3 as 
transcription cofactors of STAT3 in TH17 
diff erentiation

The 59th Annual General 
Assembly and Scientific 
Meeting of the Japan Col-
lege of Rheumatology, 
International Concurrent 
Workshop Basic 6, RA2
（2 0 1 5 . 4 . 2 4）N a g o y a , 

Japan

Mamura M,  Yoon  JH,  Ju JH,  Matsumoto I,  Sumida T

3. CD8+ T cell-intrinsic Smad4 suppresses 
Th2 responses in the pathogenesis of con-
tact hypersensitivity

The 64th Meeting of Japa-
nese Society of Allergol-
ogy, English Session-

O r a l 4：M o l e c u l a r 
mechanisms of allergic 
skin diseases（2015.5.27）
Tokyo, Japan

Mamura M,  Yoon  JH,  Sudo K,  Nakae S,  Matsumoto I,  
Sumida T

4. JC viral inclusions in progressive multifo-
cal leukoencephalopathy：Scaffolding 
promyelocytic leukemia nuclear bodies
（PML-NBs）grow with cell cycle transi-

tion through S-to-G2-like state in the 
enlarging nuclei of oligodendrocytes

2nd International Confer-
ence on PML（2015.8.25-

26）Mölndal, Sweden

Shishido-Hara Y

5. Psoriasis treatment in Japan Tofacitinib Psoriasis Asia 
Pacific Advisory Board
（2015.9.27）Hong Kong 

China

Okubo Y

6. CD8+ T Cell-Intrinsic Smad4 Suppresses 
Th2 Responses in the Pathogenesis of 
Contact Hypersensitivity

XXIV World Allergy Con-
gress 2015（2015.10.14）
COEX, Seoul, Korea

Mamura M,  Yoon JH,  Nakae S,  Matsumoto I,  Sumida T,  
Lee I,  Han JS,  Ju JH,  Sudo K,  Kato M,  Kuroda M,  
Okubo Y
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7. STAT3-induced downregulation of Smad3 
selects Smad2 for TGF-β to suppress the 
immunogenicity of dendritic cells

The 44th Annual Meeting 
of The Japanese Society 
f o r  I m m u n o l o g y
（2015.11.20）Sapporo, 

Japan

Yoon JH,  Bae E,  Sudo K,  Park SH,  Weinstein M,  
Nakae S,  Lee IK,  Ju JH,  Sumida T,  Kuroda M,  Mamura 
M

B1. A case of post-infectious glomerulone-
phritis associated with pyogenic discitis

2nd International Renal 
Pathology Conference
（2 0 1 5 . 3 . 4）Ts u k u b a , 

Japan

Kaneko Y,  Nagai M,  Zhang H

2. A Case of Progressive Multifocal Leuko-
encephalopathy with Balanced CD4/CD8 
T-Cell Infi ltration and Good Response to 
Mefl oquine Treatment

2nd International Confer-
ence on PML（2015.8.25-

26）Mölndal, Sweden

Sanjo N,  Kina S,  Shishido-Hara Y,  Nose Y,  Ishibashi S,  
Fukuda T,  Maehara K,  Eishi Y,  Mizusawa H,  Yokota T

3. Therapeutic attempts of granulocyte /
monocyte adsorption apheresis between 
or while suspending biological agents in 
three patients with generalized pustular 
psoriasis

24TH European Academy 
of Dermatology and Vene-
r e o l o g y  C O N G R E S S
（2015.10.7-11）Copenha-
gen

Kawakami H,  Fujishiro K,  Wakamatsu K,  Matsumoto Y,  
Tsuboi R,  Okubo Y

4. Topical combination therapy with vitamin 
D3 and corticosteroid ointment for palmo-
plantar pustulosis：A prospective, ran-
domized, left-right-comparison study

24TH European Academy 
of Dermatology and Vene-
r e o l o g y  C O N G R E S S
（2015.10.7-11）Copenha-
gen

Okubo Y,  Muro M,  Kawakami H,  Matsumoto Y,  Abe N,  
Tsuboi R

国内学会
A1. 若い医師がキャリアを継続するため
に必要な支援とは ?

病院管理職・指導的立場
の先生方へ そして若い
医師・医学生の皆様へ
（2015.1.20）和歌山

大久保ゆかり

2. 乾癬患者の QOL向上を目指した治療
とその工夫～生物学的製剤時代を迎
えて～

埼玉西部地区乾癬セミ
ナー（2015.2.5）さいた
ま

大久保ゆかり

3. 東京医科大学における女性医師支援
に対する取り組みについて

平成 25年度文部科学省
未来医療研究人材養成拠
点形成事業（2015.2.7）
東京

大久保ゆかり

4. 生物学的製剤の登場による乾癬治療
ゴールの変化～患者の立場に立った
治療満足度とは～

第 78回日本皮膚科学会
東 京 支 部 学 術 大 会
（2015.2.22）東京

大久保ゆかり

5. 乾癬診療の ABC　ケーススタディ 第 10回東京乾癬研究会
（2015.2.28）東京

大久保ゆかり

6. 乾癬の日常ケア　乾癬 疾患と治療に関する市民
公開講座（2015.4.11）東
京

大久保ゆかり

7. 新たな乾癬治療の期待 セクキヌマブ
の登場

2015乾癬学術フォーラ
ム in 東 京（2015.4.25）
東京

大久保ゆかり

8. 医師・学生・研究者支援センター講演 第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

持田　澄子
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9. 患者治療満足度を向上させるための
外用療法を考える

第 31回日本臨床皮膚科
医会学術大会 イブニン
グセミナー（2015.6.20）
網走

大久保ゆかり

10. 女性研究者支援について 第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

持田　澄子

11. かゆみを伴う皮膚疾患の最近の話題
～効果的な抗ヒスタミン薬の使い方
を含めて～

タリオン学術講演会
（2015.6.25）東京

大久保ゆかり

12. 乾癬患者の QOLとメンタルヘルス～
男性より女性の方が QOLが低いって
ホント ?～

第 10回乾癬ウィメンズ
セミナー（2015.7.5）東
京

大久保ゆかり

13. 進行性多巣性白質脳症：JCウイルス
感染機序の解明と診断への応用～基
礎と臨床の架け橋をめざして～

東京医科大学 第 51回医
科学フォーラム・大学院
特別講義（2015.7.8）東
京

宍戸-原由紀子

14. 乾癬治療における患者満足度の重要
性と治療の工夫

第 13回東邦デルマ懇話
会（2015.7.11）東京

大久保ゆかり

15. ここまで治せる 乾癬の外用療法のコ
ツ

乾癬ワークショップ in 
城西（2015.7.29）東京

大久保ゆかり

16. PASI90時代にアダリムマブをどう生
かすか ?～併存疾患を考慮して～

第 11回東京乾癬研究会
（2015.8.22）東京

大久保ゆかり

17. 抗 IL-17A抗体製剤の登場による治療
満足度の変化－EQ-5Dと DLQIによ
る評価

第 30回日本乾癬学会学
術大会（2015.9.4）名古
屋

大久保ゆかり

18. 慢性炎症に関わるシノビオリンの新
しい生体機能

日本線維筋痛症学会 第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

臼井　千恵，西岡　健弥，荒谷　聡子，藤田　英俊，
山野　嘉久，中島　利博，西岡久寿樹

19. 維筋痛症の心的外傷性ストレスに対
する脆弱性：東日本大震災後 19ヵ月
間の追跡研究

日本線維筋痛症学会 第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

臼井　千恵，西岡　健弥，荒谷　聡子，藤田　英俊，
山野　嘉久，中島　利博，西岡久寿樹

20. 抗 IL-17A抗体製剤の登場による治療
満足度の変化

第 67回日本皮膚科学会
西 部 支 部 学 術 大 会
（2015.10.17）長崎

大久保ゆかり

21. キャリアアップはできる！東京医科
大学での事業と実績

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.24）名古屋

大久保ゆかり

22. フェニブ投与中にケラトアカントー
マ様の皮膚症状を呈した症例

第 48回日本甲状腺外科
学 術 集 会（2015.10.29）
東京

矢野由希子

23. 出産育児等の支援体制 第 15回東京医科大学病
院指導医のための教育
ワ ー ク シ ョ ッ プ
（2015.11.13）川口

大久保ゆかり

24. Career support for female researchers at 
Tokyo Medical University

医学分野における男女共
同参画をめざして 海外
からの報告と考察 国際
シ ン ポ ジ ウ ム
（2015.11.17）東京

大久保ゆかり

25. 女性医師・女性研究者のキャリアプラ
ン－私自身の経験と若手の支援を通
じて考えたこと－

女性医療フォーラム 
Lifestyle & Healthcare
（2015.11.19）東京

大久保ゆかり
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26. 本学における「女性研究者研究活動支
援事業」を振り返って

東京医科大学女性研究者
研究活動支援事業シンポ
ジウム（2015.12.3）東京

大久保ゆかり

B1. 膠原病患者に生じた環状紫斑の 1例 日本皮膚科学会第 859回
東京地方会（2015.1.17）
東京

福長　美幸，原田　和俊，桐山　徳子，平野　宏文，
前　賢一郎，若松加奈恵，坪井　良治，大久保ゆかり

2. 乾癬におけるアダリムマブ投与 12ヵ
月後の有効性と QQLの検討

第 78回日本皮膚科学会
東 京 支 部 学 術 大 会
（2015.2.21）東京

平野　宏文，川上　　洋，若松加奈恵，松本　由香，
坪井　良治，大久保ゆかり

3. 皮膚コレステリン肉芽腫の 1例 日本皮膚科学会第 860回
東京地方会（2015.4.18）
東京

比留間淳一郎，原田　和俊，大久保ゆかり，
坪井　良治

4. 仙尾骨部に生じた透析アミロイドー
シスの 1例

日本皮膚科学会第 860回
東京地方会（2015.4.18）
東京

赤嶺　香子，川口　敦子，入澤　亮吉，紙谷　結衣，
平山　真帆，白井　浩平，沼田　貴史，内山　真樹，
坪井　良治，大久保ゆかり

5. ネギ科の野菜で接触蕁麻疹を生じた 1
例

第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26）
東京

小林　知子，伊藤　友章，江草　智津，前田　龍郎，
沼田　貴史，大久保ゆかり，坪井　良治

6. 顎関節に浸潤し，めまいにて発症した
中頭蓋底巨細胞種の 1例

第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.29）香川

久米　　賢，丸山　啓介，小林　啓一，田中　雅樹，
宍戸-原由紀子，野口　明男，阿部  泰明，菅間　　博，
塩川　芳昭，永根　基雄

7. 生物学的製剤による乾癬治療中に間
質性肺炎を発症した症例の検討

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

松本　由香，室　　繭子，瀬戸口靖弘，川上　　洋，
藤城　幹山，阿部名美子，坪井　良治，大久保ゆかり

8. 乾癬患者対象セクキヌマブ国際共同
第 III相臨床試験，疾患改善度と患者
QOLの解析

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

大久保ゆかり，藤田　浩之，島　　知宏，Todd Fox,  
The Secukinumab Clinical Study Group

9. 急速進行性に切迫脳ヘルニアを引き
起こした診断に難渋している頭頂葉
腫瘤の一例

第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.30）香川

佐々木重嘉，小林  啓一，齊藤  邦昭，宍戸-原由紀子，
岡田 　　啓，山岸　夢希，千葉　知宏，菅間　　博，
塩川　芳昭，永根　基雄

10. Bunina小体を認めたが TDP43, SOD-1
遺伝子変異を確定できなかった家族
性 ALS-FTDの一剖検例

第 56回日本神経病理学
会 総 会 学 術 研 究 会
（2015.6.3-5）福岡

宍戸-原由紀子，融　　衆太，内原　俊記，八木　洋輔，
竹本　　暁，梅田　茂明，石川　欽也，北川　昌伸，
廣川　勝昱，小林　高義

11. MPO-ANCA関連血管炎における血清
Claudin-5濃度の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-7）名
古屋

平山　浩一，長井　美穂，樋口　貴士

12. MPO-ANCA関連血管炎における血清
AMI濃度の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-7）名
古屋

樋口　貴史，平山　浩一，長井　美穂

13. 敗血症 AKI症例における血管透過性
因子の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-7）名
古屋

海老原　至，平山　浩一，長井　美穂

14. 脳生検で診断しえた非 HIV進行性多
巣性白質脳症の 62歳男性例

第 213回日本神経学会関
東・ 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.6）東京

土橋　裕一，中江　啓晴，大久保　正，多田美紀子，
土井　　宏，日比谷孝志，宍戸-原由紀子，田中　章景

15. 慢性炎症と肥満とをつなぐシノビリ
オンにおるエネルギー代謝調節機構

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

藤田　英俊，荒谷　聡子，中島　利博，須藤カツ子，
中島　若巳，稲津　正人，西岡久寿樹，原　　直美，
内野　博之

16. 支援センターにおけるアンケート調
査報告

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

須藤カツ子
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17. 私たちが開発した世界初の E3 ユビキ
チン化酵素シノビオリン阻害剤の可
能性

第 5回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

荒谷　聡子，藤田　英俊，八木下尚子，中島　若巳，
西岡久寿樹，中島　利博

18. リウマチ発症因子シノビオリンによ
るエネルギー代謝調節機構

第 5回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

藤田　英俊，荒谷　聡子，八木下尚子，須藤カツ子，
内野　博之，稲津　正人，臼井　正彦，西岡久寿樹，
中島　利博

19. 急性巣状細菌性腎炎の 1例 第 102回日本泌尿器科学
会茨城地方会（2015.6.20）
茨城

厨川　　謙，瀧本　泰彦，佐藤　　健，長井　美穂

20. 突発的な背部痛で発症した左副腎出
血の症例

第 60回日本透析医学会
学術集会（2015.6.26-28）
横浜

松永　恒明，張　　　紅，長井　美穂

21. シャント血流調整術により心房細動
の症状が緩和された 3例

第 60回日本透析医学会
学術集会（2015.6.26-28）
横浜

金子　洋子，長井　美穂，張　　　紅，松永　恒明，
多留賀　功，石津　　隆

22. キルギス共和国における溶連菌感染
症ならびにその合併症であるリウマ
チ性心疾患 /リウマチ熱の現状－9年
間のフィールド調査について－Study 
of Rheumatic Fever /Rheumatic Heart 
Diseases in Kyrgyz Republic

海外学術調査フェスタ
（2015.6.27）東京

Omurzakov N,  三浦　直樹，川原　幸一，西　順一郎，
八木下尚子，荒谷　聡子，中島　利博

23. シクロスポリン内服療法で治療した
小児に生じた乾癬の 1例

第 39回日本小児皮膚科
学会学術大会（2015.7.18）
鹿児島

飛田　璃恵，内山　真樹，齋藤万寿吉，大久保ゆかり，
坪井　良治

24. 色素パルスレーザーが有効であった
限局性体幹被角血管腫の 1例

第 33回日本美容皮膚科
学会学術大会（2015.7.25）
東京

藤井のり子，川口　敦子，三橋善比古，坪井　良治，
小板橋珠代，大久保ゆかり

25. 日光暴露を契機に発症した尋常性乾
癬の 1例

第 30回日本乾癬学会学
術大会（2015.9.4）名古
屋

大貫　瑠璃，室　　繭子，中洲　美穂，坪井　良治，
大久保ゆかり

26. 当科での関節症性乾癬への生物学的
製剤の使用と治療効果の検討

第 30回日本乾癬学会学
術大会（2015.9.4）名古
屋

川上　　洋，室　　繭子，藤城　幹山，松本　由香，
阿部名美子，坪井　良治，大久保ゆかり

27. 私達が開発した世界初の E3 ユビキチ
ン化酵素シノビオリン阻害剤 LS シ
リーズの可能性について

第 16回運動器科学研究
会（2015.9.12-13）鹿児
島

荒谷　聡子

28. 結節性類天疱瘡の 3例 第 37 回水疱症研究会
（2015.9.26）福島

城　　理沙，原田　和俊，大久保ゆかり，坪井　良治

29. 大腿骨頸部骨折が発症の引き金と
なった背部痛・咽喉頭部異常感に仙骨
硬膜外ブロックが有効であった線維
筋痛症の 1症例

日本線維筋痛症学会 第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

中島  若巳，荒谷　聡子，藤田　英俊，中谷　　孝，
中島　利博

30. 線維筋痛症における超音波検査の有
用性の検討

日本線維筋痛症学会 第 7
回学術集会（2015.10.3-4）
東京

西森美佐子，尾崎　鈴子，藤島みどり，山口　結花，
梅原由加里，荒谷　聡子，中島　若巳，中谷　　孝，
中島　利博

31. ヒト化抗 CCR4モノクローナル抗体に
よって治療した Sézary症候群

第 67回日本皮膚科学会
西 部 支 部 学 術 大 会
（2015.10.18）長崎

白井　浩平，中洲　美穂，坪井　良治，臼田　俊和，
大久保ゆかり

32. 乾癬における生物学的製剤の有効性
と QOL・患者満足度評価の検討

第 176回東京医科大学医
学総会（2015.11.7）東京

松本　由香，室　　繭子，川上　　洋，阿部名美子，
坪井　良治， 大久保ゆかり， 藤城　幹山， 平野　宏文
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33. E3ユビキチン化酵素シノビリオン阻
害 剤の臨床応用への可能性

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

荒谷　聡子，藤田　英俊，西岡久寿樹，中島　利博

34. アダパレンによるアレルギー性接触
皮膚炎の 1例

第 45回日本皮膚アレル
ギー・接触皮膚炎学会学
術大会（2015.11.21）島
根

沼田　貴史，城　　理沙，小林　祐子，伊藤　友章，
坪井　良治，大久保ゆかり

35. 慢性炎症に関わるシノビオリンの新
規エネルギー代謝調節機構

第 38回日本分子生物学
会（2015.12.4）兵庫

藤田　英俊，荒谷　聡子，八木下尚子，須藤カツ子，
中島　若巳，内野　博之，西岡久寿樹

36. 皮膚筋線維腫の 1例 日本皮膚科学会第 864回
東京地方会（2015.12.19）
東京

脇本　紘子，沼田　貴史，堺　　則康，原田　和俊，
梅林　芳弘，大久保ゆかり，坪井　良治

睡 眠 学 寄 附 講 座

【教育】
「到 達 目 標」　当講座では，卒前教育において学生に睡眠科学と睡眠医学の知識を提供することを目指している。
「現 状 説 明」　精神医学の講義において 2コマの講義（脳波と睡眠障害）を行っている。看護学科では心理学の講義を担当して

いる。また，社会人大学院生に対して研究指導を行い，国際誌に学術論文を発表させている。
「点検・評価」　現状においては以上の講義のみを行っているが，可能であれば医学概論，公衆衛生学，薬理学等でも睡眠関連の

教育に協力できることを願っている。また，睡眠生理学実験の現場を学生の実習にも活用頂ければと考えている。
「改 善 方 策」　睡眠の知識の重要性と教育の効果を少しずつアピールしたい。
「目標・改善方策の達成度」　前年度に立てた「到達目標」のうち，講義の対象者に対しては睡眠科学・医学の知識を提供できた。
【研究】
「到 達 目 標」　睡眠医学（各種睡眠障害ならびにリエゾン的アプローチ），睡眠社会学（各種睡眠障害ならびに児童思春期の睡

眠習慣について），実験心理学（入眠過程の脳機能変動に関連したもの）に関する系統的な研究を行う。
「現 状 説 明」　他科（公衆衛生学分野，精神医学分野，糖尿病・代謝・内分泌内科学，循環器内科学）と連携して研究を行って

いる。厚生労働科学研究費，独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構補正予算，科学研究費，その他の競
争的研究費を獲得し，研究を実施した。

「点検・評価」　他科（公衆衛生学分野，精神医学分野，糖尿病・代謝・内分泌内科学，循環器内科学）との共同研究を継続実行
したい。

「改 善 方 策」　厚生労働科学研究費，独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構補正予算で実施した研究について，研究成
果を国際誌に投稿中である。引き続き数本の報告を目指したい。

「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 70%程度を達成した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　学内外の医療者に対する睡眠総論と疾患各論の研究会・講演会を開催する。また，学校保健，産業保健，地域保

健での啓発・相談事業の開催を目指す。
「現 状 説 明」　日本学校保健にて小中学校教員・養護教員を対象とした睡眠教育に関する講演会や，産業医・保健師を対象とし

た講習会を実施している。World Sleep Societyにおいて役職を務め，国内外の研究成果のとりまとめを行っている。
「点検・評価」　新聞（朝日新聞，日経新聞他），テレビ（NHK他）取材に応じ，睡眠障害の原因と対処法，睡眠の重要性につい

て啓発を行った。
「改 善 方 策」　学校保健・地域への啓発事業を継続する。学内の職員に対する研修会（交代制勤務と睡眠）を実施し，職員の健

康管理に役立つ内容を提供したい。
「目標・改善方策の達成度」　概ね目標は達成している。

I.　著書
1. 不眠症 中外医学社，抗不安薬プ

ラクティカルガイド，
93-102, 2015

松井健太郎

2. 子どもの睡眠の発達，メカニズム 12-28 大川　匡子（編：大川　匡子）
3. 睡眠時随伴症と睡眠時運動障害 52-69 井上　雄一（編：大川　匡子）
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4. 睡眠障害の子どもたち　子どもの脳
と体を育てる睡眠学

合同出版株式会社，睡眠
障害の子どもたち　子ど
もの脳と体を育てる睡眠
学，2015

大川　匡子（編：大川　匡子）

II.　学術論文
A1. New susceptibility variants to narcolepsy 

identifi ed in HLA class II region
Hum Mol Genet 24（3）：
891-898, 2015（IF=5.985）

Miyagawa T,  Toyoda H,  Hirataka A,  Kanbayashi T,  
Imanishi A,  Sagawa Y,  Kotorii N,  Kotorii T,  Hashizume 
Y,  Ogi K,  Hiejima H,  Kamei Y,  Hida A,  Miyamoto M,  
Imai M,  Fujimura Y,  Tamura Y,  Ikegami A,  Wada Y,  
Moriya S,  Furuya H,  Kato M,  Omata N,  Kojima H,  
Kashiwase K,  Saji H,  Khor SS,  Yamasaki M,  Wada Y,  
Ishigooka J,  Kuroda K,  Kume K,  Chiba S,  Yamada N,  
Okawa M,  Hirata K,  Uchimura N,  Shimizu T,  Inoue Y,  
Honda Y,  Mishima K,  Honda M,  Tokunaga K

2. Impact of hypnotics use on daytime func-
tion and factors associated with usage by 
female shift work nurses

Sleep Med 16（5）：604-

611, 2015（IF=3.339）
Futenma K,  Asaoka S,  Takaesu Y,  Komada Y,  Ishikawa 
J,  Murakoshi A,  Nishida S,  Inoue Y

3. Internet-based survey of factors associ-
ated with subjective feeling of insomnia, 
depression, and low health-related quality 
of life among Japanese adults with sleep 
diffi  culty

Int J Behav Med 22（2）：
233-238, 2015（IF=1.872）

Aritake S,  Asaoka S,  Kagimura T,  Shimura A,  Futenma 
K,  Komada Y,  Inoue Y

4. Sleep-related eating disorder and its asso-
ciated conditions

Psychiatry Clin Neurosci 
69（6）：309-320, 2015
（IF=2.025）

Inoue Y

5. Daytime symptoms of restless legs syn-
drome - clinical characteristics and roti-
gotine eff ectiveness

Sleep Med 16（7）：871-

876, 2015（IF=3.339）
Takahashi M,  Ikeda J,  Tomida T,  Hirata K,  Hattori N,  
Inoue Y

6. Differences in electroencephalographic 
fi ndings among categories of narcolepsy-

spectrum disorders

Sleep Med 16（8）：999-

1005, 2015（IF=3.339）
Sasai-Sakuma T,  Inoue Y

7. A preliminary study on the relationships 
between diurnal melatonin secretion pro-
fi le and sleep variables in patients emer-
gently admitted to the coronary care unit

Chronobiol Int 32（6）：
875-859, 2015（IF=3.54）

Takaesu Y,  Futenma K,  Kobayashi M,  Komada Y,  
Tanaka N,  Yamashina A,  Inoue Y

8. Validity of the Japanese version of the 
REM Sleep Behavior Disorder（RBD）
Screening Questionnaire for detecting 
probable RBD in the general population

Psychiatry Clin Neurosci 
69（8）：477-482, 2015
（IF=2.025）

Nomura T,  Inoue Y,  Kagimura T,  Kusumi M,  
Nakashima K

9. Restless legs syndrome in hemodialysis 
patients：Prevalence and association to 
daytime functioning

Sleep Biol Rhythms 13
（ 2）：1 2 7-1 3 5 ,  2 0 1 5
（IF=0.628）

Matsui K,  Sasai-Sakuma T,  Takahashi M,  Ishigooka J,  
Inoue Y

10. Restless legs syndrome-current therapies 
and management of augmentation

Nat Rev Neuro l11（8）：
434-445, 2015（IF=15.358）

Trenkwalder C,  Winkelmann J,  Inoue Y,  Paulus W

11. Polysomnographic assessment of sleep 
comorbidities in drug-naïve narcolepsy-

spectrum disorders-A Japanese cross-sec-
tional study

P L o S  O n e  1 0（ 8）：
e 0 1 3 6 9 8 8 ,  2 0 1 5
（IF=3.057）

Sasai-Sakuma T,  Kinoshita A,  Inoue Y
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12. The impact of a delayed sleep-wake 
schedule on depression is greater in 
women - A web-based cross-sectional 
study in Japanese young adults

Chronobiol Int 32（7）：
952-958, 2015（IF=3.54）

Morita Y,  Sasai-Sakuma T,  Asaoka S,  Inoue Y

13. The prevalence and characteristics of pri-
mary headache and dream-enacting 
behaviour in Japanese patients with narco-
lepsy or idiopathic hypersomnia：A 
multi-centre cross-sectional study

P l o S  O n e  1 0（ 9）：
e 0 1 3 9 2 2 9 ,  2 0 1 5
（IF=3.057）

Suzuki K,  Miyamoto M,  Miyamoto T,  Inoue Y,  Matsui 
K,  Nishida S,  Hayashida K,  Usui A,  Ueki Y,  Nakamura 
M,  Murata M,  Numao A,  Watanabe Y,  Suzuki S,  Hirata 
K

14. Prevalence and correlates of insuffi  cient 
sleep syndrome in Japanese young 
adults：A web-based cross-sectional 
study

J Clin Sleep Med 11（10）：
1 1 6 3-1 1 6 9 ,  2 0 1 5
（IF=2.71）

Morita Y,  Sasai-Sakuma T,  Asaoka S,  Inoue Y

15. Patient background factors aff ecting the 
therapeutic outcomes in reesponse to 
eszopiclone in adult patients with chronic 
insomnia：A post hoc analysis of a dou-
ble-blind phase III study in Japan

J Clin Sleep Med 11（10）：
1 1 7 1-1 1 7 8 ,  2 0 1 5
（IF=2.71）

Inoue Y,  Kamijo A,  Nagai R

16. Japanese version of the Munich Parasom-
nia Screening：translation and linguistic 
validation of a screening instrument for 
parasomnias and nocturnal behaviors

Neuropsychiatr Dis Treat 
11：2 9 5 3-2 9 5 8 ,  2 0 1 5
（IF=1.741）

Komada Y,  Breugelmans R,  Fulda S,  Nakano S,  Wata-
nabe A,  Noda C,  Nishida S,  Inoue Y

17. Prevalence and associated factors of hyp-
notics dependence among Japanese outpa-
tients with psychiatric disorders

Psychiatry Res 230（3）：
958-963, 2015（IF=2.466）

Murakoshi A,  Takaesu Y,  Komada Y,  Ishikawa J,  Inoue 
Y

18. A polymorphism in CCR1/CCR3 is asso-
ciated with narcolepsy

Brain Behav Immun 49：
148-155, 2015（IF=5.874）

Toyoda H,  Miyagawa T,  Koike A,  Kanbayashi T,  Imani-
shi A,  Sagawa Y,  Kotorii N,  Kotorii T,  Hashizume Y,  
Ogi K,  Hiejima H,  Kamei Y,  Hida A,  Miyamoto M,  
Imai M,  Fujimura Y,  Tamura Y,  Ikegami A,  Wada Y,  
Moriya S,  Furuya H,  Takeuchi M,  Kirino Y,  Meguro A,  
Remmers EF,  Kawamura Y,  Otowa T,  Miyashita A,  
Kashiwase K,  Khor SS,  Yamasaki M,  Kuwano R,  Sasaki 
T,  Ishigooka J,  Kuroda K,  Kume K,  Chiba S,  Yamada 
N,  Okawa M,  Hirata K,  Mizuki N,  Uchimura N,  Shi-
mizu T,  Inoue Y,  Honda Y,  Mishima K,  Honda M,  
Tokunaga K

19. An association analysis of HLA-DQB1 
with narcolepsy without cataplexy and 
idiopathic hypersomnia with/without long 
sleep time in a Japanese population

Human Genome Variation 
2：15031, 2015

Miyagawa T,  Toyoda H,  Kanbayashi T,  Imanishi A,  
Sagawa Y,  Kotorii N,  Kotorii T,  Hashizume Y,  Ogi K,  
Hiejima H,  Kamei Y,  Hida A,  MIyamoto M,  Ikegami A,  
Wada Y,  Yakami M,  Fujimura Y,  Tamura Y,  Omata N,  
Yasuhiro M,  Kondo H,  Moriya S,  Furuya H,  Kato M,  
Kojima H,  KashiwaseK,  Saji H,  Khor SS,  Yamasaki M,  
Ishigooka J,  Wada Y,  Chiba S,  Yamada N,  Okawa S,  
Kuroda K,  Kume K,  Hirata K,  Uchimura N,  Shimizu T,  
Inoue Y,  Honda Y,  Mishima K,  Honda M,  Tokunaga K

B1. Electroencephalographic fi nding in idio-
pathic REM sleep behavior disorder

Neuropsychobiology 71
（1）25-33（IF=1.763）

Inoue Y,  Sasai S,  Hirata K

III.　学術刊行物
A1. 24時間社会における睡眠と心身の健
康・日中機能

Progress in Medicine 35
（1）：87-91, 2015

駒田　陽子，大川　匡子
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2. 不眠症 日 本 医 師 会 雑 誌 143
（12）：2529-2533, 2051

井上　雄一

3. 睡眠薬の適正化の判断方法 ドクターサロン 59（4）：
259-262, 2015

井上　雄一

4. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群の運転問
題を考える

睡 眠 医 療 9（1）：21-26, 
2015

井上　雄一

5. 不眠症に対する認知行動療法の実践 睡 眠 医 療 9（1）：89-95, 
2015

越智　萌子，岡島　　義

6. 過眠性疾患の運転問題と対応 臨床精神薬理 18（5）：
557-564, 2015

井上　雄一

7. 睡眠障害国際分類第 3版（ICSD-3） 日 本 臨 牀 73（6）：916-

923, 2015
伊藤　永喜，井上　雄一

8. 不眠症治療の実際 Suzuken Medical 18（3）：
7-10, 2015

伊東　若子，井上　雄一

9. 自動車運転と睡眠問題 クリニシアン 62（6）：
94-109, 2015

井上　雄一

10. 高照度光療法 日 本 臨 牀 73（6）：997-

1005, 2015
大川　匡子

11. 残遺症状としての不眠 精神科治療学 30（6）：
811-816, 2015

高江洲義和，井上　雄一

12. 快適な睡眠のために Diabetes Contemporary 2
（2）：6-11, 2015

高江洲義和，井上　雄一

13. 逆説性不眠症に対する認知行動療法 睡眠医療 9（2）：268-272, 
2015

中島　　俊

14. 睡眠に自律神経はどう関与するか ? JOHNS 31（8）：1029-

1032, 2015
井上　雄一

15. Suvorexantの臨床効果 臨床精神薬理 18（8）：
1063-1071, 2015

井上　雄一

16. Suvorexantの薬物動態 臨床精神薬理 18（8）：
2055-1062, 2015

松井健太郎，石郷　岡純

17. 睡眠時無呼吸症候群と日中の眠気の
関係

呼吸と循環 63（8）：726-

731, 2015
柳原万里子，井上　雄一

18. 睡眠時随伴症（パラソムニア） 臨牀と研究 92（9）：1122-

1128, 2015
松井健太郎，井上　雄一

19. レム睡眠行動障害 クレデ ン シ ャ ル 87：
12-13, 2015

井上　雄一

20. 胎児・新生児の眠りの発達 精神療法 41（6）：59-67, 
2015

太田　英伸，大川　匡子

21. 睡眠障害に対する認知行動療法－不
眠症を中心として－

精神療法 41（6）：47-51, 
2015

岡島　　義，井上　雄一

22. 母と子の睡眠問題へのアプローチ 精神療法 41（6）：68-74, 
2015

駒田　陽子，井上　雄一

23. REM睡眠行動障害と夢 睡眠医療 9（4）：533-537, 
2015

笹井　妙子
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24. 不眠の認知行動療法による治療反応
予測変数の検討

厚生労働科学研究費補助
金・障害者対策総合研究
事業「認知行動療法等の
精神療法の科学的エビデ
ンスに基づいた標準治療
の開発と普及に関する研
究」平成 26年度総括・
分担研究報告書 103-106, 
2015

井上　雄一

25. 臨床評価指標を踏まえた睡眠障害の
治療ガイドライン作成及び難治性睡
眠障害の治療法開発に関する研究

厚生労働省科学研究費補
助金障害者対策総合研究
事業－精神障害，神経・
筋疾患分野－ 5-6, 2015

井上　雄一

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Depression - a potential precursor of RBD The 6th world congress on 

sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Inoue Y

2. Symptomatic profi le of RLS in Japanese 
population

The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Inoue Y

3. Epidemiology and clinical course of 
insomnia

The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Inoue Y

4. Clinical diagnosis, characteristics and sig-
nifi cance of RBD

The fi rst international Tai-
wanese congress of neurol-
ogy and 2015 annual meet-
ing of Taiwan Neurological 
society（2015.5.7）Taipei, 
Taiwan

Inoue Y

5. Social jetlag aff ects subjective sleepiness 
among school-aged children in Japan

14th Congress of European 
Biological Rhythms Soci-
ety（EBRS）/ World Con-
gress of Chronobiology
（WCC）meeting（2015.8.2）

Manchester, UK

Komada Y,  Tamura N,  Tanaka H,  Inoue Y

B1. Sleep day in Japan The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Okawa M

2. Dopamine agonists：longer vs shorter act-
ing alternatives

The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Inoue Y

3. Neurobiology and pharmacological man-
agement of insomnia

The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Inoue Y

4. Association between restless legs syn-
drome and migraine in sleep medicine for 
multi-center date integration

The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Suzuki S,  Suzuki K,  Miyamoto M,  Miyamoto T,  Murata 
M,  Matsui K,  Nishida S,  Inoue Y,  Hayashida K,  Hirata 
K
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5. The prevalence and risk factor of augmen-
tation in Japanese patients with restless 
legs syndrome receiving pramipexole 
treatment

The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Takahashi M,  Nishida S,  Nakamura M,  Kobayashi M,  
Matsui K,  Ito E,  Usui A,  Inoue Y

6. Olfactory dysfunction in patients with 
parkinson's disease complicated REM 
sleep behavior disorder

The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Nomura T,  Inoue Y,  Kishi M,  Nakashima K

7. Prevalence and characteristics of primary 
headache and dream-enacting behavior in 
patients with narcolepsy and idiopathic 
hypersomnia：A multi-center cross-sec-
tional study

The 6th world congress on 
sleep medicine（2015.3.21）
Seoul, Korea

Suzuki K,  Miyamoto M,  Miyamoto T,  Matsui K,  
Nishida S,  Hayashida K,  Usui A,  Inoue Y,  Nakamura M,  
Hirata K

8. The night-to-night variability issue 2nd workshop of the 
IRLSSG/EURLSSG task-
force for the scoring crite-
ria of PLMS（2015.5.1）
Troina, Italia

Inoue Y

9. Short sleep duration, sleep disorders and 
traffi  c accidents

Annual summit on Sleep 
Disorders & Medicine
（2015.8.10）San Fran-

cisco, USA

Inoue Y

国内学会
A1. 睡眠障害と自動車運転 第 56回日本神経学会学

術大会（2015.5.21）朱鷺
メッセ，新潟

井上　雄一

2. 睡眠中の運動障害・行動障害と認知症 第 16回日本認知症ケア
学会大会（2015.5.23）さっ
ぽろ芸文館，北海道

井上　雄一

3. 高齢者の不眠症（睡眠障害）の治療戦
略～レストレスレッグス症候群を含
めて～

第 56回日本神経学会学
術大会（2015.5.23）朱鷺
メッセ，新潟

井上　雄一

4. 不眠，睡眠薬と認知症リスク 第 16回日本認知症ケア
学会大会（2015.5.24）さっ
ぽろ芸文館，北海道

大川　匡子

5. OSASの過眠症を考える 第 3回簡易 SAS診断研
究会（2015.5.30）ミッド
ランドホール，名古屋市

井上　雄一

6. メンタルヘルスと睡眠マネジメント 第 15回日本抗加齢医学
会総会（2015.5.31）福岡
国際会議場，福岡

井上　雄一

7. うつ病と睡眠障害－診断と対応のあ
り方

第 111回日本精神神経学
会学術総会（2015.6.4）
リーガロイヤルホテル大
阪，大阪

井上　雄一，渡辺　範雄，三島　和夫，内村　直尚，
山田　尚登

8. 眠りの不思議に魅せられて－精神医
学と睡眠学のかけ橋－

第 111回日本精神神経学
会学術総会（2015.6.5）
リーガロイヤルホテル大
阪，大阪

大川　匡子

9. 不眠症（睡眠障害）の治療戦略～レス
トレスレッグス症候群を含めて～

第 30回日本老年精神医
学会（2015.6.14）パシフィ
コ横浜，横浜市

井上　雄一
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10. 過眠性疾患の運転問題と対応 第 22回日本産業精神保
健学会（2015.6.27）学術
総合センター，東京

井上　雄一

11. パーキンソン病における RLSの実態
と臨床的意義

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

井上　雄一

12. 腎不全と RLS 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

松井健太郎

13. Social jetlagと日中機能 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

駒田　陽子

14. 睡眠薬依存の治療の現状と課題 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

井上　雄一

15. 短期中等度有酸素運動の中高齢者不
眠に対する改善効果および不眠症状
別にみた適切な運動介入時間の検討

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

守田　優子，笹井　妙子，井上　雄一

16. ナルコレプシースペクトラム障害カ
テゴリーにおける脳波所見

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

笹井　妙子，井上　雄一

17. 睡眠薬研究の方法論 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

井上　雄一

18. 閉塞性睡眠時無呼吸症と体位 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

對木　　悟，鈴木　雅明

19. 睡眠時無呼吸症候群患者の減量とそ
のモチベーション維持

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

柳原万里子
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20. 過眠症患者におけるレム睡眠行動障
害と周期性四肢運動障害の合併率に
ついての検討

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

笹井（咲間）妙子

21. 日中の眠気と SASはどのような関連
がありますか ?

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

井上　雄一

22. 覚醒維持検査の今日的意義と展望 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

井上　雄一

23. 過眠症と自動車運転 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

井上　雄一

24. PSGにおけるスコアリング困難例の
解析法

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

難波　一義

25. 睡眠の役割と重要性～人はなぜ眠る
のか～

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

大川　匡子

26. CBT-I総論 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

中島　　俊

27. 漸進的筋弛緩法 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

田村　典久

28. 実例紹介 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

中島　　俊

29. 睡眠問題と居眠り事故 第 24回日本交通医学工
学 研 究 会 学 術 総 会
（2015.7.20）名古屋大学，
名古屋

井上　雄一
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30. 睡眠不足と眠気 第 24回日本交通医学工
学 研 究 会 学 術 総 会
（2015.7.20）名古屋大学，
名古屋

碓氷　　章

31. ナルコレプシー診療のフロントライ
ン～類縁疾患も含めて～

第 7回 ISMSJ学術集会
（2015.7.31）梅田スカイ
ビル，大阪

井上　雄一

32. 乳幼児の眠りと母親への助言 第 24回日本睡眠環境学
会大会（2015.9.11）綿業
会館，大阪

駒田　陽子

33. 不眠症の新たな治療戦略 第 9回日本薬局学会学術
総会（2015.9.26）パシフィ
コ横浜，横浜

中村　真樹

34. 高齢者の不眠症（睡眠障害）の治療戦
略

第 4回日本精神科医学会
学術大会（2015.10.8）沖
縄コンベンションセン
ター，沖縄

井上　雄一

35. 認知症と睡眠 第 68回日本自律神経学
会総会（2015.10.29）ウ
インクあいち，名古屋

井上　雄一

36. レストレスレッグス症候群の薬物療
法のあり方

第 25回日本臨床精神神
経薬理学会（2015.10.29）
京王プラザホテル，東京

井上　雄一

37. 過眠症患者におけるレム睡眠行動障
害と周期性四肢運動障害の合併率に
ついての検討

第 45回日本臨床神経生
理 学 会 学 術 大 会
（2015.11.5）大阪国際会
議場，大阪

笹井　妙子

38. 睡眠関連食行動障害の臨床 第 45回日本臨床神経生
理 学 会 学 術 大 会
（2015.11.5）大阪国際会
議場，大阪

井上　雄一

39. 子どもの生活習慣－睡眠と心身の成
長－

第 26回日本成長学会学
術集会（2015.11.14）早
稲田大学東伏見キャンパ
ス，西東京

大川　匡子

40. 自動車運転をしてはいけないのはど
のような時ですか

第 16回臨床 CPAP研究
会（2015.11.28）京都リ
サーチパーク西地区，京
都

井上　雄一

41. 多様化する職場環境と睡眠～すいみ
んの見直しを～

第 23回日本産業ストレ
ス学会（2015.12.11）京
都テルサ，京都

大川　匡子

B1. 睡眠ステージは呼吸イベントにおけ
る覚醒の起こしやすさに影響するか ?

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.17）
東京国際フォーラム

中山　秀章，柳原万里子，藤原　赤人，杉山　伸也，
山越　志保，富樫　佑基，笠木　　聡，井上　雄一，
瀬戸口靖弘

2. 体重変化を伴わない患者における閉
塞性睡眠時無呼吸症候群の増悪因子

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.17）
東京国際フォーラム

柳原万里子，中山　秀章，伊藤　永喜，井上　雄一，
瀬戸口靖弘

3. 糖尿病患者における血清亜鉛濃度の
検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
海峡メッセ下関，山口

櫻井　　衛，三輪　　隆，志熊　淳平，駒田　陽子，
佐野　晃士，井上　雄一，小田原雅人
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4. 当院通院中の糖尿病患者 1023名の睡
眠実態の検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
海峡メッセ下関，山口

志熊　淳平，駒田　陽子，櫻井　　衛，柿崎　雄介，
楊　　傑仲，佐々木順子，田丸　新一，永井　義幸，
田辺　　節，田口　彩子，高田　晴子，伊藤　禄郎，
高橋　友乃，酒井　裕幸，三輪　　隆，金澤　　昭，
井上　雄一，小田原雅人

5. Restless legs syndrome symptom during 
the daytime in Japanese population

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京医科大学病院

髙橋　昌義，池田　純司，富田　恭如，平田　幸一，
服部　信孝，井上　雄一

6. Features of insomniacs having sleep state 
misperception by means of the discrep-
ancy of actigraphy and sleep diary

第 9回 ICME国際複合医
工学会議（2015.6.18）岡
山，京都

Narisawa H,  Komada Y,  Usui A,  Inoue Y

7. 海外研修事業報告 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

岡島　　義

8. 平成 26年度臨床若手研究者助成制度
研究成果報告

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

中島　　俊

9. 脳波および自律神経活動の指標を用
いた大学生の入眠困難の生理心理学
的検討

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

成澤　　元，高橋　敏治

10. 携帯型 1ch脳波計による睡眠検査の有
用性と限界

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

碓氷　　章，小倉　史也，酒林　晃子，藤原由佳梨，
増山里枝子，川良　徳弘，柏木香保里，吉田　政樹，
井上　雄一

11. 逆説性不眠症患者の睡眠状態誤認と
関連する心理的特徴の検討

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

中島　　俊，井上　雄一

12. 睡眠薬離脱症状アンケートの新規作
成

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

小林　美奈，菊池　　隆，鍵村　達夫，松井健太郎，
稲田　　健，石郷岡　純，井上　雄一

13. 学生は MSLTで病的結果を呈しやす
い

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

小倉　史也，碓氷　　章，酒林　晃子，藤原由佳梨，
増山里枝子，川良　徳弘，井上　雄一

14. 髄液オレキシン濃度とアディポネク
チン・レプチンの関連

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

中村　真樹，伊東　若子，今西　　彩，神林　　崇，
井上　雄一
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15. 概日リズム睡眠障害と PER3反復配
列・OPN4多型の関連解析

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

肥田　昌子，北村　真吾，片寄　泰子，加藤　美恵，
小野　浩子，角谷　　寛，内山　　真，海老澤　尚，
井上　雄一，亀井　雄一，大川　匡子，高橋　清久，
三島　和夫

16. 重度視覚障害者における概日リズム
睡眠障害の実態と臨床特徴

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

田村　典久，笹井　妙子，守田　優子，大川　匡子，
井上　雄一

17. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者にお
ける 2次元と 3次元画像解析を用いた
上気道解剖学的バランス理論の検討

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

伊藤　永喜，對木　　悟，柳原万里子，前田　恵子，
井上　雄一

18. 性差と年齢からみたレム睡眠依存性
睡眠時無呼吸症候群の発現要因

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

伊東　若子，對木　　悟，菊池　克則，小林　美奈，
中山　秀章，井上　雄一

19. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）
患者における，居眠り運転・事故と睡
眠不足との関連

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

松井健太郎，笹井　妙子，駒田　陽子，石郷岡　純，
井上　雄一

20. レストレスレッグス症候群と片頭痛
との関連

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

鈴木　紫布，鈴木　圭輔，宮本　雅之，宮本　智之，
井上　雄一，松井健太郎，村田　桃代，西田　慎吾，
林田　健一，碓氷　　章，植木洋一郎，中村　真樹，
沼尾　文香，平田　幸一

21. 依存不眠症に対する不眠の認知行動
療法（CBT-I）の効果：メタ解析によ
る検討

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

岡島　　義，井上　雄一

22. 双極性障害患者における概日リズム
睡眠障害合併例の検討

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

高江洲義和，江口　暁子，村越　晶子，大塚　綾乃，
井上　雄一

23. 学生の主観的眠気は休日睡眠で軽減
する

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

碓氷　　章，小倉　史也，酒林　晃子，藤原由佳梨，
増山里枝子，川良　徳弘，井上　雄一

24. 上気道開存性に口腔内形態は関与する
のか ?－3次元形態解析による検討－

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

前田　恵子，對木　　悟，井上　雄一



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌126S

25. いびき家系内集積性の実態調査とそ
の臨床的意義

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

下川　絢子，對木　　悟，前田　恵子，井上　雄一

26. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する
口腔内装置治療の成功率は治療成功
判断基準によって変化する

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

福田　竜弥，對木　　悟，小林　美奈，中山　秀章，
井上　雄一

27. 入眠期で下肢振り，レム睡眠で頭横揺
すりを有した混合型の律動性運動障
害の一例

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

宮田　夏子，井上　雄一，難波　一義

28. 入眠期で下肢振り，レム睡眠で頭横揺
すりを有した混合型の律動性運動障
害の一例

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
栃木県総合文化セン
ター，宇都宮東武ホテル
グランデ

田中　春仁，梶田　梨加，山本　浩彰，齋木　佳孝，
伊藤　理沙，川嶋　宏行，中島　　俊，井上　雄一

29. 地方自治体職員における夕食摂取の
時間帯及び栄養摂取状況と睡眠の質
の関連

第 74回日本公衆衛生学
会総会（2015.11.4）長崎
ブリックホール，長崎

石橋　弘子，高宮　朋子，北林　蒔子，大谷由美子，
小田切優子，福島　教照，駒田　陽子，井上　雄一，
井上　　茂

30. シート型体振動計による睡眠時無呼
吸症候群のスクリーニング

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京医科大学病院

木暮　貴政，小林　美奈，大川　登史，中島　庸也，
井上　雄一

31. 糖尿病患者における血清亜鉛濃度の
検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京医科大学病院

櫻井　　衛，三輪　　隆，志熊　淳平，柿崎　雄介，
楊　　傑仲，田丸　新一，佐々木順子，永井　善幸，
田辺　　節，田口　彩子，高田　晴子，伊藤　禄郎，
髙橋　友乃，酒井　裕幸，金澤　　昭，小田原雅人，
駒田　陽子，井上　雄一

32. 2型糖尿病患者にみられる不眠症状の
主観的特徴

不眠研究会第 31回研究
発表会（2015.12.5）TKP
ガーデンシティ品川，港
区

成澤　　元

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 日本小児保健協会最優秀論文賞「睡眠
教育パッケージを用いた睡眠授業が
小学生の生活の夜型化，睡眠不足，イ
ライラ感に与える効果」

日 本 小 児 保 健 協 会
（2015.9.18）東京

田村　典久

B1. 治療の選択肢が増える不眠症 サンデー毎日（2015.1.11）
毎日新聞社

井上　雄一

2. 不眠症治療とスボレキサントへの期
待

君津木更津医師会学術講
演会（2015.1.27）東京ベ
イプラザホテル，千葉

碓氷　　章

3. 不眠症の新しい治療戦略 S l e e p  S y m p o s i u m
（2015.1.27）吉祥寺第一
ホテル，東京

中村　真樹

4. 技師に必要な疾患の知識 第 2回睡眠医療技術セミ
ナー（2015.1.31）フィリッ
プス本社ビル，東京

笹井　妙子
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5. 睡眠中の異常現象（運動，行動異常） 第 2回睡眠医療冬季セミ
ナー（2015.1.31）フィリッ
プス本社ビル，東京

井上　雄一

6. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治
療における可能性

睡 眠 障 害 セ ミ ナ ー
（2015.2.3）ウェスティン
ホテル東京，東京

井上　雄一

7. うつと睡眠障害 東京都医師会・地方公務
員安全衛生推進協会
（2015.2.5）大手町サンケ
イプラザ，東京

井上　雄一

8. 自分の眠りに満足してますか ?「ぐっ
すり朝まで快眠術！」

千葉県白井市市民公開講
座（2015.2.7）白井市保
険福祉センター，千葉

大川　匡子

9. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治
療における可能性

山口ベルソムラ錠発売記
念講演会（2015.2.14）山
口グランドホテル，山口

井上　雄一

10. 高齢者の眠気 第 2回晴和病院公開シン
ポ ジ ウ ム（2015.2.21）
TKP市ヶ谷カンファレ
ンスセンター，東京

井上　雄一

11. 睡眠と生活習慣からうつ予防を考え
る～平成 26年度職員の「睡眠と生活
習慣調査」の結果から～

平成 26年度職員メンタ
ル ヘ ル ス 研 修 会
（2015.2.27）とりぎん文
化会館，鳥取

井上　雄一

12. 健康と睡眠 健康づくり推進員研修会
（2015.2.27）千代田保健
所，東京

大川　匡子

13. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治
療における可能性

S l e e p  S y m p o s i u m
（2015.2.27）目黒雅叙園，
東京

井上　雄一

14. 健康と睡眠 千代田区講演健康づくり
推進員研修会（2015.2.27）
千代田保健所，東京

大川　匡子

15. 睡眠の日の啓発活動 睡眠健康指導士上級者交
流会（2015.2.28）アット
ビジネスセンター池袋別
館，東京

大川　匡子

16. レストレスレッグス症候群の臨床 第 17回下越神経内科研
究 会（2015.3.9）9 新 潟
グランドホテル，新潟市

井上　雄一

17. 睡眠について 26年度こころの健康づ
くり講演会（2015.3.14）
あさご・ささゆりホール，
朝来

井上　雄一

18. なぜ睡眠が大切なのか 春の「すいみんの日」市
民公開講座 2015 富山
（2015.3.14）富山国際会
議場，富山

大川　匡子

19. 子供の RLSと二次性 RLSについて RLSむずむず脚症候群
友の会第 16 回講演会
（2015.3.15）豊島区民セ
ンター，東京

井上　雄一
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20. 不眠症の治療～さよなら不眠症～ 春の「すいみんの日」市
民公開講座 2015 東京
（2015.3.15）ベルサール
九段，東京

大川　匡子

21. 不眠症の新たな治療戦略 川口市医師会学術講演会
（2015.3.18）川口駅前市
民ホール，埼玉

中村　真樹

22. 不眠症治療とスボレキサントへの期
待

中野区医師会精神科分科
部 会 学 術 講 演 会
（2015.3.20）中野区医師
会館，東京

碓氷　　章

23. オレキシン受容体拮抗薬の有用性の
検討

新宿精神医療フォーラム
（2015.3.26）小田急ホテ
ルセンチュリーサザンタ
ワー，東京

松井健太郎

24. 生活習慣病と不眠～不眠症治療の新
たな治療戦略～

生活習慣病と睡眠セミ
ナー（2015.4.4）琵琶湖
ホテル，大津

中村　真樹

25. 不眠（眠れない人）の医療 第 29回日本医学会総会
2015関西・医総会WEEK
パブリック・フォーラム
2015（2015.4.5）国立京
都国際会館，京都

井上　雄一

26. レストレスレッグス症候群の臨床 ニュープロパッチ発売 2
周 年 記 念 講 演 会
（2015.4.17）ニューウェ
ルシティ出雲，島根

井上　雄一

27. 不眠の治療～現代社会の睡眠から考
える～

西多摩医師会学術講演会
S l e e p  S y m p o s i u m
（2015.4.23）西多摩医師
会医師会館，青梅

大川　匡子

28. 不眠症の新たな治療戦略 第 32回城北臨床精神医
学会（2015.5.19）ホテル
メトロポリタン池袋，豊
島区

中村　真樹

29. 睡眠問題と食行動 第 20回国際食品素材添
加物展・会議，第 13回
ヘルスフードエキスポ
（2015.5.22）東京ビッグ
サイト，東京

井上　雄一

30. 不眠症の新たな治療戦略 第 22回世田谷区医師会
代 謝 内 分 泌 研 究 会
（2015.6.9）世田谷区医師
会，東京

中村　真樹

31. 不眠の診断と治療ストラテジー 第 73回宮崎県精神科医
会懇話会（2015.6.27）宮
崎観光ホテル，宮崎

井上　雄一

32. 不眠の病態～診断と治療～ 平成 27年度東京薬科大
学 卒 後 教 育 講 座
（2015.7.5）東京医科大学
病院臨床講堂，東京

井上　雄一
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33. 睡眠障害 滋賀いのちの電話 8期生
養成講座（2015.7.12）草
津市立市民交流プラザ，
滋賀

大川　匡子

34. 不眠症の新たな治療戦略 石巻市桃生郡医師会学術
講演会（2015.7.21）石巻
グランドホテル，宮城

中村　真樹

35. 日中眠気は主症状とはいえない M e d i c a l　 T r i b u n e
（2015.7.23）株式会社メ
ディカルトリビューン

井上　雄一

36. 睡眠時無呼吸症候群の早期スクリー
ニングのあり方

第 14 回産業職域セミ
ナー（2015.7.24）渋谷サ
ンスカイルーム，東京

對木　　悟

37. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）
患者における，居眠り運転・事故と睡
眠不足との関連

第 8回精神科臨床睡眠懇
話会（2015.8.1）アルカ
ディア市ヶ谷

松井健太郎

38. 不眠症治療の展望を考える 第 8回精神科臨床睡眠懇
話会（2015.8.1）アルカ
ディア市ヶ谷

井上　雄一

39. 生活習慣病を視野に入れた不眠治療
のあり方

北区医師会学術講演会
（2015.8.5）北区医師会館，
東京

井上　雄一

40. オレキシンシステムと神経精神疾患 鳥取県西部医師会学術講
演会（2015.8.21）米子全
日空ホテル，米子

井上　雄一

41. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治
療における可能性

山陰不眠症フォーラム
（2015.8.22）ホテル一畑，
島根

井上　雄一

42. 眠らないとボケるのか 秋の「すいみんの日」市
民公開講座 2015 東京
（2015.9.6）ベルサール九
段，東京

大川　匡子

43. 精神科領域の不眠治療 一般社団法人東京精神神
経科診療所協会例会
（2015.9.12）ハイアット
リージェンシー東京，新
宿

中村　真樹

44. 睡眠薬の適正使用に向けて TAKEDA TV/Web Semi-
nar（2015.10.16）武田薬
品工業株式会社各営業所

井上　雄一

45. CPAP装置の原理と構造・基本機能と
技術の変遷

CPAP 療法士養成講座
（2015.10.17）一般社団法
人日本睡眠総合検診協
会，東京

小林　美奈

46. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治
療における可能性

北海道保険医会帯広・十
勝 支 部 学 術 講 演 会
（2015.11.12）北海道ホテ
ル，帯広

井上　雄一

47. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治
療における可能性

新潟市内科医会学術講演
会（2015.11.19）新潟グ
ランドホテル，新潟

井上　雄一
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48. うつ病対策を視野に入れた不眠の治
療

自 殺 対 策 専 門 研 修
（2015.11.20）東部保健福
祉局，徳島

井上　雄一

49. 睡眠と健康寿命の関係性 東京都福生市出張市民公
開講座（2015.11.28）福
生市民会館，東京

大川　匡子

50. オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治
療における可能性

Sleep Symposium-これか
らの不眠治療の可能性-

（2015.12.9）岐阜グラン
ドホテル，岐阜

井上　雄一

51. 不眠の診断・治療ストラテジー 睡 眠 医 学 セ ミ ナ ー
（2015.12.10）国立精神・
神経医療研究センター，
小平

井上　雄一

52. 勤労世代の睡眠問題～不眠と眠気を
中心に

平成 27年度第 2回健康
に 関 す る 講 演 会
（2015.12.17）総務省統計
局，新宿区

井上　雄一

53. 睡眠から始まるからだとこころの健
康～睡眠と休養のお話～

出張市民公開講座愛知県
江南市「健康応援塾」
（2015.12.18）江南市保健
センター，愛知

大川　匡子

54. 不眠症の新たな治療戦略 生 活 習 慣 病 研 究 会
（2016.6.16）浅草医師会
館，東京

中村　真樹

55. 生活習慣病を視野に入れた不眠治療
のあり方

玉川医師会学術講演会
（2016.6.17）玉川医師会
館，東京

井上　雄一

56. PSGスコアリングについて PSGスコアリングセミ
ナー（2016.9.6）フィリッ
プス・レスピロニクス合
同会社本社，東京

難波　一義，金井　芳野，武井洋一郎

57. 睡眠の基礎総論（メカニズム含む） 第 2回睡眠医療冬季セミ
ナー（1970.1.1）フィリッ
プス本社ビル，東京

大川　匡子

未来医科学研究寄附講座

【研究】
「到 達 目 標」　天然物に含まれる成分の効能を医科学的に検証し，その薬理活性の分子機序を明らかにすることを目的とし，本

年度は，Syvn1 阻害剤をモデルとして検証した。
「現 状 説 明」　シノビオリン阻害剤の最適な条件の検討に時間がかかった。
「点検・評価」　先行論文等がないため，時間をかけて検討していくしかなかった。
「改 善 方 策」　Syvn1 阻害剤をモデルとして研究を行い，論文投稿中である。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標をおおむね達成できた。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　科学的裏付けのされた研究を推進するため，ホームページ，学会等で研究成果を発表していく。
「現 状 説 明」　ホームページの作製と更新を行い，学術学会で研究成果の発表を行った。
「点検・評価」　ホームページのさらなる充実を検討する。
「改 善 方 策」　より多くの人に情報を発信するため，ホームページの充実を図る。
「目標・改善方策の達成度」　本年度の到達目標はおおむね達成した。
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II.　学術論文
A1. Anti-CCR4 antibody mogamulizumab 

targets human T-lymphotropic virus type 
I-infected CD8+ as well as CD4+ T cells 
to treat associated myelopathy

J Infect Dis 211（2）：238-

248, 2015（IF=6.344）
Yamauchi J*,  Coler-Reilly A*,  Sato T*,  Araya N*,  Yagishita 
N*,  Ando H*,  Kunitomo Y*,  Takahashi K*,  Tanaka Y*,  
Shibagaki Y*,  Nishioka K,  Nakajima T,  Hasegawa Y*,  
Utsunomiya A*,  Kimura K*,  Yamano Y*

2. Synoviolin inhibitor LS102 reduces endo-
plasmic reticulum stress-induced collagen 
synthesis in an in vitro model of stress-
related interstitial pneumonia

Int J Mol Med 35（1）：
110-116, 2015（IF=2.348）

Nakajima F,  Aratani S,  Fujita H,  Yagishita N*,  Ichinose 
S*,  Makita K*,  Setoguchi Y*,  Nakajima T

3. Eff ects of Xenon Irradiation of Stellate 
Ganglion Region on Fibromyalgia

Journal of Physical Ther-
apy Science 27（1）：209-

212, 2015（IF=0.392）

Nakajima F,  Komoda A*,  Kawate M*,  Aratani S,  Fujita H,  
Nakatani K*,  Akiyama M*,  Makita K*,  Nakajima T

4. The E3 ligase synoviolin controls body 
weight and mitochondrial biogenesis 
through negative regulation of PGC-1β

EMBO J 34（8）：1042-

1055, 2015（IF=9.643）
Fujita H,  Yagishita N*,  Aratani S,  Saito-Fujita T*,  Morota 
S,  Yamano Y,  Magnus JH*,  Inazu M,  Kokuba H,  Sudo K,  
Sato E,  Kawahara K*,  Nakajima F,  Hasegawa D*,  Higuchi 
I*,  Sato T*,  Araya N*,  Usui C*,  Nishioka K*,  Nakatani Y,  
Maruyama I*,  Usui M*,  Hara N*,  Uchino H,  Eskil E*,  
Nishioka K,  Nakajima T

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Synoviolin and metabolic disorder Shanghai-Tokyo Workshop 

o n  R h e u m a t o l o g y
（2015.7.31）Shanghai

Nakajima T

2. Decade of Kyrgyz - Japanese coopera-
tion：the mission against the chronic 
rheumatic heart diseases - past, present 
and future

Kyrgyz National Congress 
Of Respiratory And Aller-
g i c  D i s e a s e s / E U R O-

ASIAN International Pri-
mary Care Respiratory 
Group（IPCRG）Sympo-
sium/ III Kogress Of Kyr-
gyz Thoracic Society
（2015.10.9）Kyrgyz

Nakajima T

3. About prospects and future plans of the 
Kyrgyz - Japan cooperation in rheumatic 
fever

Opening Ceremony Of 
Kyrgyz - Japan Research 
Center（2015.10.10）Kyr-
gyz

Nakajima T

国内学会
B1. コラーゲン誘導関節炎における CDK6
阻害剤の効果

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.23）愛知

小松　梨恵*，佐藤　知雄*，山野　嘉久，遊道　和雄*，
別府　諸兄*，西岡久寿樹，中島　利博，藤井　亮爾*

2. 慢性炎症と肥満とをつなぐシノビリ
オンにおるエネルギー代謝調節機構

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

藤田　英俊，荒谷　聡子，中島　利博，須藤カツ子，
中島　若巳，稲津　正人，西岡久寿樹，原　　直美，
内野　博之

3. 私たちが開発した世界初の E3ユビキ
チン化酵素シノビオリン阻害剤の可
能性

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

荒谷　聡子，藤田　英俊，八木下尚子*，中島　若巳，
西岡久寿樹，中島　利博

4. リウマチ発症因子シノビオリンによ
るエネルギー代謝調節機構

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

藤田　英俊，荒谷　聡子，八木下尚子*，須藤カツ子，
内野　博之，稲津　正人，臼井　正彦，西岡久寿樹，
中島　利博
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5. キルギス共和国における溶連菌感染
症ならびにその合併症であるリウマ
チ性心疾患 /リウマチ熱の現状－9年
間のフィールド調査について－Study 
of Rheumatic Fever /Rheumatic Heart 
Diseases in Kyrgyz Republic

海外学術調査フェスタ
（2015.6.27）東京

Omurzakov N*,  三浦　直樹*，川原　幸一，
西　順一郎*，八木下尚子*，荒谷　聡子，中島　利博

6. 私達が開発した世界初の E3ユビキチ
ン化酵素シノビオリン阻害剤 LSシ
リーズの可能性について

第 16回運動器科学研究
会（2015.9.12）鹿児島

荒谷　聡子

7. 慢性炎症に機能するシノビオリンの
新しい生体機能

第 16回運動器科学研究
会（2015.9.12）鹿児島

藤田　英俊

8. Anatomical diagnosisからみた HANS
発症のメカニズム

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

黒岩　義之*，横田　俊平，中村　郁朗*，中島　利博，
平井　利明*，西岡久寿樹

9. 身体多機能障害疾患としての HANS
の症候と一元的病巣の推察

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

横田　俊平，黒岩　義之*，中島　利博，西岡久寿樹

10. HANSの治療について 日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

平井　利明*，横田　俊平，中村　郁朗*，黒岩　義之*，
中島　利博，西岡久寿樹

11. HPVワクチン副反応の国際的共通性 日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

中村　郁朗*，横田　俊平，黒岩　義之*，中島　利博，
西岡久寿樹

12. 線維筋痛症の認知的側面に対するリ
ハビリテーション

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

薦田　昭宏*，窪内　郁恵*，橋本　聡子*，黒田　祐子*，
中島　若巳，澁谷　美雪*，中谷　　孝*，中島　利博

13. 線維筋痛症例に対する反復性経頭蓋
磁気刺激法の効果と関連因子

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

窪内　郁恵*，薦田　昭宏*，橋本　聡子*，渡邉　彩花*，
島津　　央*，河口　　佑*，青山　　勝*，渡邊　真也*，
中谷　　孝*，中島　利博

14. 線維筋痛症の心的外傷性ストレスに
対する脆弱性：東日本大震災後 19ヵ
月間の追跡研究

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

臼井　千恵*，西岡　健弥*，荒谷　聡子，藤田　英俊，
山野　嘉久，中島　利博，西岡久寿樹

15. 大腿骨頸部骨折が発症の引き金と
なった背部痛・咽喉頭部異常感に仙骨
硬膜外ブロックが有効であった線維
筋痛症の 1 症例

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

中島　若巳，荒谷　聡子，藤田　英俊，中谷　　孝*，
中島　利博

16. 線維筋痛症における超音波検査の有
用性の検討

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

西森美佐子*，尾崎　鈴子*，藤島みどり*，山口　結花*，
梅原由加里*，荒谷　聡子，中島　若巳，中谷　　孝，
中島　利博

17. 線維筋痛症・難病センター外来看護師
としての取り組み

日本線維筋痛症学会第 7
回学術集会（2015.10.3）
東京

山口　結花*，藤島みどり*，梅原由加里*，長野　愛子*，
永森ひさみ*，北川　中行*，中谷　　孝，中島　利博

18. ヒト・パピローマウィルス・ワクチン
接種後の情動・自律神経障害：症候学
的ならびに脳血流画像所見

第 68回日本自律神経学
会総会（2015.10.29）愛
知

平井　利明*，井口　保之*，横田　俊平，中村　郁朗*，
中島　利博，西岡久寿樹，黒岩　義之*

19. ヒト・パピローマウィルス・ワクチン
接種後の多彩な神経症候に関する病
態考察

第 68回日本自律神経学
会総会（2015.10.30）愛
知

黒岩　義之*，横田　俊平，中村　郁朗*，中島　利博，
西岡久寿樹，平井　利明*

20. E3ユビキチン化酵素シノビリオン阻
害剤の臨床応用への可能性

第 176回東京医科大学医
学 会 総 会（2015.11.17）
東京

荒谷　聡子，藤田　英俊，西岡久寿樹，中島　利博
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21. HPVワクチン副反応発症の病因・病
態

第 30回日本臨床リウマ
チ学会（2015.11.22）兵
庫

黒岩　義之*，横田　俊平，中村　郁朗*，中島　利博，
平井　利明*，西岡久寿樹

22. 慢性炎症に関わるシノビオリンの新
規エネルギー代謝調節機構

第 38回日本分子生物学
会（2015.12.4）兵庫

藤田　英俊，荒谷　聡子，八木下尚子*，須藤カツ子，
中島　若巳，内野　博之，西岡久寿樹，中島　利博

分子予防医学寄附講座

【教育】
「到 達 目 標」　自主研究の学生および社会人大学院生を受入れて，病態生理から薬物治療までの知識の習得を目指す。
「現 状 説 明」　予防医学研究を通して，トランスポーター分子の生理機構と病態との関連性を分子レベルから病態までの教育を

行っている。
「点検・評価」　教育は代表 1名で行っているが，学生の満足度は良好である。更なる充実が必要であると思われる。
「改 善 方 策」　学習効率を高めるため．スタッフの増員が望まれる。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ 8割程度は達成できている。
【研究】
「到 達 目 標」　予防医学研究を通じて，リサーチマインドを待つ医師および医学修士の育成に貢献する。
「現 状 説 明」　医学修士 2年生の学生と社会人大学院生 5名を受人れてコリントランスポーターの機能解析を実施している。
「点検・評価」　医学修士の学生と社会人大学院生の学位研究を医学会総会，トランスポーター研究会，生体膜と薬物の相互作用

シンポジウムで発表し，リサーチマインドを高めることができた。社会人大学院生 2名が学位を取得することが
できた。

「改 善 方 策」　研究のスピードアップと効率化が望まれるため，研究スタッフの増員が必要である。
「目標・改善方策の達成度」　目標はほぼ 100%達成することができた。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　学会や研究会を開催し若手研究者の育成を推進する｡
「現 状 説 明」　「トランスポーター研究会」および「神経行動薬理若手研究者の集い」の世話人とし会の開催や若手研究者の育

成に研鑽している。
「点検・評価」　「トランスポーター研究会」および「神経行動薬理若手研究者の集い」の開催に携わり，シンポジウムなどの企

画を行った。
「改 善 方 策」　上記の研究会の世話人として継続的に活動を行うために若手研究者を本研究会の会員に推薦していく。本寄附講

座のホームページを作成して研究成果を社会に発信していく。
「目標・改善方策の達成度」　目標はほぼ 100%達成することができた。

II.　学術論文
A1. Targeting the integrated networks of 

aggresome formation, proteasome, and 
autophagy potentiates ER stress-mediated 
cell death in multiple myeloma cells

Int J Oncol 46：474-486, 
2015（IF=3.018）

Moriya S,  Komatsu S,  Yamasaki K,  Kawai Y,  Kokuba 
H,  Hirota A,  Che XF,  Inazu M,  Gotoh A,  Hiramoto M,  
Miyazawa K

2. Molecular and functional characterization 
of choline transporter in the human tro-
phoblastic cell line JEG-3 cells

Placenta 36：631-637, 
2015（IF=2.972）

Yara M,  Iwao B,  Hara N,  Yamanaka T,  Uchino H,  Inazu 
M

3. Functional expression of choline trans-
porter like-protein 1（CTL1）and CTL2 
in human brain microvascular endothelial 
cells

Neurochem Int  doi：
1 0 . 1 0 1 6 / j . n e u i n t . 
2015.12.11.（IF=3.385）

Iwao B,  Yara M,  Hara N,  Kawai Y,  Yamanaka T,  Nishi-
hara H*,  Inoue T,  Inazu M

4. The E3 ligase synoviolin controls body 
weight and mitochondrial biogenesis 
through negative regulation of PGC-1β

EMBO J 34（8）：1042-

1055, 2015（IF=9.643）
Fujita H,  Yagishita N*,  Aratani S,  Saito-Fujita T*,  Morota 
S,  Yamano Y*,  Magnus JH*,  Inazu M,  Kokuba H,  Sudo 
K,  Sato E,  Kawahara K*,  Nakajima F,  Hasegawa D*,  
Higuchi I*,  Sato T*,  Araya N*,  Usui C*,  Nishioka K*,  Naka-
tani Y*,  Maruyama I*,  Usui M,  Hara N,  Uchino H,  Eskil 
E*,  Nishioka K,  Nakajima T
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5. Metabolomic Analyses of Brain Tissue in 
Sepsis Induced by Cecal Ligation Reveal 
Specific Redox Alterations-Protective 
Eff ects of the Oxygen Radical Scavenger 
Edaravone

Shock 44：578-584, 2015
（IF=3.048）

Hara N,  Chijiiwa M,  Yara M,  Ishida Y,  Ogiwara Y,  
Inazu M,  Kuroda M,  Karlsson M*,  Sjovall F*,  Elmér E*,  
Uchino H

III.　学術刊行物
A1. Molecular and functional characterization 

of choline transporters in human mela-
noma cells

J Pharmacol Sci 128：133, 
2015

Inazu M,  Mitsuhata T,  Okano T,  Shimada S,  Hayashi J,  
Yara M,  Iwao B,  Hara N,  Yamanaka T

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. The involvement of mitochodria-mediated 

mechanism for the pathogenesis of sepsis-
associated encephalopathy on cecal liga-
tion and puncture model in mice

Euroanaesthesia 2015 Con-
gress（2015.5 .30-6.2）
Berlin, Germany

Hara N,  Chijiiwa M,  Inazu M,  Uchino H

2. The blood-brain barrier choline trans-
porter

25th Meeting of the Inter-
national Society for Neuro-
chemistry（2015.8.23-27）
Cairns, Australia

Inazu M,  Iwao B,  Yara M,  Yamanaka T

国内学会
B1. Molecular and functional characterization 

of choline transporters in human mela-
noma cells

第 88回日本薬理学会年
会（2015.3.18-20）名古
屋

Inazu M,  Mitsuhata T,  Okano T,  Shimada S,  Hayashi J,  
Yara M,  Iwao B,  Hara N,  Yamanaka T

2. 鼻茸線維芽細胞におけるコリントラ
ンスポーターの同定とその機能解析

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会・学術講演会
（2015.5.23）東京

一瀬　和美*，坂林美喜子*，瀬尾友佳子*，野中　　学*，
稲津　正人

3. 抗菌活性を有しない新規マクロライ
ド誘導体の鼻茸線維芽細胞に対する
増殖抑制効果の検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会・学術講演会
（2015.5.23）東京

坂林美喜子*，野中　　学*，稲津　正人，瀬尾友佳子*，
吉原　俊雄*

4. ヒト舌がん細胞におけるコリントラ
ンスポーターの機能解析

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

西山　遼太，長島　史明，内野　博之，岩尾　紅子，
井上　加菜，緑　ありさ，川合柚衣子，稲津　正人

5. ヒト舌がん細胞株 HSC-3細胞におけ
るコリントランスポーターの機能解
析

第 10 回トランスポー
タ ー 研 究 会 年 会
（2015.6.21）東京

西山　遼太，長島　史明，岩尾　紅子，井上　加菜，
緑　ありさ，川合柚衣子，稲津　正人

6. ヒト食道癌細胞株 KYSE-180細胞に
おけるコリントランスポーターの機
能解析

第 10 回トランスポー
タ ー 研 究 会 年 会
（2015.6.21）東京

長島　史明，西山　遼太，岩尾　紅子，井上　加菜，
緑　ありさ，川合柚衣子，稲津　正人

7. ヒト微小脳血管内皮細胞におけるコ
リントランスポーターの分子および
機能的特徴

第 38回日本神経科学大
会（2015.7.28）神戸

稲津　正人，岩尾　紅子，屋良　美紀，山中　　力

8. 15員環マクロライド系抗菌薬による
鼻茸線維芽細胞のアポトーシス誘導

第 54回日本鼻科学会総
会・ 学 術 講 演 会
（2015.10.1）広島

瀬尾友佳子*，野中　　学*，稲津　正人，
パワンカール　ルビー*，吉原　俊雄*

9. The Blood-Brain Barrier Choline Trans-
porter

第 176回東京医科大学医
学 会 総 会（2015.11.17）
東京

Iwao B,  Yara M,  Hara N,  Nishihara H,  Inoue T,  Inazu 
M
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10. 血液脳関門におけるコリントランス
ポーターの同定とその機能解析

第 37回生体膜と薬物の
相互作用シンポジウム
（2015.11.19）熊本

岩尾　紅子，川合柚衣子，山中　　力，西原　広史*，
井上　　猛，稲津　正人

11. 血液胎盤関門におけるコリントラン
スポーターの同定と機能解析

第 37回生体膜と薬物の
相互作用シンポジウム
（2015.11.19）熊本

川合柚衣子，屋良　美紀，岩尾　紅子，山中　　力，
稲津　正人

ナノ粒子先端医学応用講座

【教育】
「到 達 目 標」　自主自学の精神を持ってサイエンスに取り組む環境を構築し，「自主自学」を本学の文化として根付かせる。
「現 状 説 明」　独創的研究に積極的に挑戦し，独自の研究をやり遂げ，国際人としての感覚を備えた人材育成を図っている。
「点検・評価」　今年は Nature誌の articleに米国 Celgene社との共同研究の成果が掲載され，国際的反響があり，東京医科大学の

名誉を高めることに貢献した。
「改 善 方 策」　ウエット実験スペースが狭く，劣悪な環境である。それでも，超一流の研究成果が挙がっている。何の改善が必

要であろうか。
「目標・改善方策の達成度」　満足の行く達成度である。
【研究】
「到 達 目 標」　「ケミカルで生命の謎を理解し，創薬の基礎を構築する」を実践するために，薬剤などケミカルのターゲットを

同定し，社会に貢献する基礎と応用研究を実践する。
「現 状 説 明」　「優れた基礎研究は必ず応用に結び付き，優れた応用研究は再度基礎研究を生み出す」を実践しており，戦略的

基盤や AMEDなどのプロジェクトも走っている。
「点検・評価」　我々が同定したサリドマイド催奇性のターゲット CRBNの基礎研究から急性骨髄性白血病の治療薬を開発した

成果は，国の内外を問わず高く評価されている。
「改 善 方 策」　特になし。
「目標・改善方策の達成度」　優れた研究は優れた環境や設備に依存するのではなく，研究者の頭脳に依存することを認識させら

れた本学に敬意を表する。

I.　著書
1. 東医大誌－サイエンスは個性とプラ
イド～Science is a one’s originality and 
pride

東京医科大学医学会
73：219-220, 2015

半田　　宏

2. FG　WAVE－サイエンスは個性とプ
ライド～優れた基礎研究は必ず応用
展開に結び付く

多摩川精機（株）バイオ
トロニックス研究所，
2015

半田　　宏

3. IMiDs（免疫調整薬）基礎と臨床 2015
－IMiDsとセレブロン

（株）メディカルレビュー
社，26-34, 2015

伊藤　拓水，安藤　秀樹，半田　　宏

4. CSJカレントビュー・生物活性分子の
標的同定と機能解明－半田ビーズを
用いたサリドマイド標的同定

（株）化学同人，86-93, 
2015

坂本　　聡，伊藤　拓水，半田　　宏

5. 日本臨牀－特集：多発性骨髄腫の病態
と最新治療～基礎と臨床の最新情
報～

（株）日本臨牀社，73（1）：
143-148, 2015

伊藤　拓水，安藤　秀樹，半田　　宏

II.　学術論文
A1. Macrolides sensitize EGFR-TKI-induced 

non-apoptotic cell death via blocking 
autophagy fl ux in pancreatic cancer cell 
lines

Int J Oncol 48：45-54, 
2015（IF=3.54）

Mukai S*,  Moriya S*,  Hiramoto M*,  Kazama H*,  Kokuba 
H*,  Sunazuka T*,  Ōmura S*,  Handa H,  Itoi T,  Miyazawa 
K

2. CTCF regulates NELF, DSIF and P-TEFb 
recruitment during transcription

Transcription 6：79-90, 
2015（IF=1.75）

Laitem C*,  Zaborowska J*,  Tellier M*,  Yamaguchi Y*,  Qin-
gfu C*,  Egloff  S*,  Handa H,  Murphy S*
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3. Characterization of the Human Transcrip-
tion Elongation Factor Rtf1：Evidence for 
Non-overlapping Functions of Rtf1 and 
the Paf1 Complex

Mol Cell Biol 35：3459-

3470, 2015（IF=4.68）
Cao Qing-FC*,  Yamamoto J,  Isobe T*,  Tateno S*,  Murase 
Y*,  Chen Y*,  Handa H,  Yamaguchi Y*

4. Another action of a thalidomide derivative Nature  523：167-168, 
2015（IF=38.138）

Ito T,  Handa H

5. SV40 VP1 major capsid protein in its 
self-assembled form allows VP1 pentam-
ers to coat various types of artifi cial beads 
in vitro regardless of their sizes and 
shapes

Biotechnology Reports 5：
105-111, 2015（IF=0.541）

Kawano M*,  Doi K*,  Fukuda H*,  Kita Y*,  Imai K*,  Inoue T*,  
Enomoto T*,  Matsui M*,  Hatakeyama M*,  Yamaguchi Y*,  
Handa H

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Basic aspects concerning the mechanisms 

of actions of immunomodulatory drugs
（IMiDs）in multiple myeloma

The 20th Congress of 
EHA-JSH Joint Sympo-
sium（Multiple Myeloma）
（2015.6.12）Wien

Handa H

2. Cereblon（CRBN）, the common target of 
multiple pharmacological actions of tha-
lidomide and its derivatives

New developments of 
z e b r a f i s h  r e s e a r c h
（2015.11.24）静岡

Handa H

B1. Biochemical analyses of CRBN, the target 
protein for immunomodulatory drugs
（IMiDs）

PACIFICHEM2015（新学
術国際シンポジウム）
（2015.12.16）USA

Sakamoto S,  Ito T,  Yamaguchi Y,  Ando H,  Handa H

2. Elucidation of the molecular mechanisms 
of action of bioactive natural products 
using high performance affi  nity beads

PACIFICHEM2015（新学
術国際シンポジウム）
（2015.12.16）USA

Sakamoto S,  Yamaguchi Y,  Ito T,  Handa H

国内学会
A1. サイエンスと知財 第 1 回 知 的 財 産 プ ロ

デューサー等連絡会議　
講演会（2015.4.7）東京

半田　　宏

2. IMiDsの多彩な薬理作用～標的分子探
索研究の進歩～

最 新 医 学 セ ミ ナ ー
（2015.4.28）宮崎

半田　　宏

3. IMiDsの多彩な薬理作用～標的分子探
索研究の進歩～

Tokyo 3M Forum 2015
（2015.7.8）東京

半田　　宏

4. セレブロン　～IMiDsのターゲット～ 香川血液疾患フォーラム
－Pomalidomide 発 売 記
念 講 演 会－（2015.9.4）
香川

半田　　宏

5. パネルディスカッション「ケミカルバ
イオロジーとはどのような化学なの
か－化学としての新しさ，社会との関
わり」

CSJ 化 学 フ ェ ス タ
（2015.10.15）東京

半田　　宏
パネリスト：上田　　実，細矢　孝充，上杉　志成，
新家　一男，山本　　昇

6. Discovery of a target of immunomodula-
tory drugs（IMiDs）免疫調節薬（IMiDs）
のターゲットの発見

第 77回日本血液学会学
術集会シンポジウム 6
「多発性骨髄腫の新規治
療薬の感受性あるいは耐
性を決定する機序，因子」
（2015.10.17）石川

半田　　宏

7. セレブロン　～IMiDsのターゲット～ Okayama IMiDs Confer-
ence（2015.11.6）岡山

半田　　宏
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8. セレブロン　～IMiDsのターゲット～ 第 6回 Bay area hematol-
ogy congress（2015.11.16）
神奈川

半田　　宏

B1. 分子標的探索と生物学的評価 新学術領域研究「天然物
ケミカルバイオロジー～
分子標的と活性制御～」
第 8回公開シンポジウム
（2015.6.8-9）仙台

半田　　宏，坂本　　聡

2. IMiDsの多彩な薬理作用～標的分子探
索研究の進歩～

Fukuoka IMiDs Forum 
2015（2015.8.18）福岡

半田　　宏

3. 研究を楽しみ，科研費を獲得 平成 28年度科学研究費
助成事業（科研費）説明
会（2015.9.28）東京

半田　　宏

4. サリドマイド催奇性のターゲットか
ら創薬へ

CSJ 化 学 フ ェ ス タ
（2015.10.15）東京

半田　　宏

5. Reverse vaccinology 手法を用いた新規
牛白血病　VLP（ウイルス様粒子）ワ
クチンの開発

アグリビジネス創出フェ
ア－知の集積と地方創
生－（2015.11.18）東京

間　　陽子*，東京医大，微化研*，理研ジェネシス *

神経皮膚連携分子医学講座

【研究】
「到 達 目 標」　皮膚と神経の生物学的連関を老化の観点から検討する。具体的には，1）アルツハイマー病（AD）の病態メカニ

ズムにリンクした皮膚機能の解析，2）AD神経細胞死を抑制する皮膚由来因子 CLSPの基礎的研究，を行なう。
「現 状 説 明」　CLSPの transgenic マウスと ADモデルマウスを交配させると，ADモデルマウスの記憶障害が改善されることを

見いだした。アルツハイマー病の新たなリスク分子 UNC5Cの機能を解析した。皮膚の老化に対する CLSPの効
果を検討した。

「点検・評価」　独自のコンセプトに基づいて神経皮膚連携研究を開始した。
「改 善 方 策」　研究人員の調達を推進するための宣伝活動を活発化させた。
「目標・改善方策の達成度」　60%。産学連携講座の設立により新たな視点から研究を開始した初年度。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　皮膚機能と認知機能の関連性を研究することにより，高齢化社会を迎えた社会で，よりよい高齢者の皮膚に関す

る生活習慣について示唆を与える。
「現 状 説 明」　企業と連携し研究を開始した。
「点検・評価」　独自のコンセプトに基づいた神経皮膚連携研究を開始した。
「改 善 方 策」　特に無し。
「目標・改善方策の達成度」　60%

II.　学術論文
A1. Nuclear TDP-43 causes neuronal toxicity 

by escaping from the inhibitory regulation 
by hnRNPs

Hum Mol Genet 2015 Mar 
15；24（6）：1513-1527
（IF=5.99）

Suzuki H,  Shibagaki Y,  Hattori S,  Matsuoka M

2. Protective Effects of Humanin and 
Calmodulin-Like Skin Protein in 
Alzheimer's Disease and Broad Range of 
Abnormalities

Mol Neurobiol 2015；51
（3）：1232-1239（IF=5.4）

Matsuoka M
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. An Alzheimer’s disease-linked mutant 

T835M-UNC5C causes neuronal cell 
death by activating an intracellular death 
signal cascade

Society for Neuroscience 
2015, SfN’s 45th Annual 
Meeting（2015.10.17）
Chicago, USA

Hashimoto Y,  Matsuoka M

国内学会
B1. Low-grade overexpression of nuclear 

FUS induces neuronal cell death
第 175回東京医科大学 
医学会総会（2015.6.6）
東京医科大学病院

鈴木　宏昌，松岡　正明

2. An Alzheimer’s disease-linked mutant 
T835M-UNC5C causes neuronal cell 
death by activating an intracellular death 
signal cascade

第 176回東京医科大学 
医学会総会（2015.11.7）
東京医科大学病院

橋本　祐一，松岡　正明

先端核酸医療講座

【研究】
「到 達 目 標」　次世代の診断薬の開発を目指している。
「現 状 説 明」　創薬の基盤となる特許をライセンスすることができた。また臨床試験（Phase I）の開始が視野に入ってきた。
「点検・評価」　臨床試験（Phase I）の準備を開始することができ，充分な業績をあげたと考える。　
「改 善 方 策」　水準の高い研究業績をあげる事で，さらなるライセンス活動につなげたい。
「目標・改善方策の達成度」　核酸医薬品の臨床開発という目標を達成できた。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　研究成果を創薬開発に結びつけることで社会貢献を行う。
「現 状 説 明」　創薬の基盤となる特許をライセンスし，臨床試験への筋道ができた。
「点検・評価」　前臨床試験を行い臨床試験（Phase I）の準備を開始できたことは評価できる。
「改 善 方 策」　定期的な公開講座や市民講座等の試みを行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　目標を達成できたと考える。

II.　学術論文
A1. Novel Types of Small RNA Exhibit 

Sequence- and Target-dependent Angio-
genesis Suppression Without Activation 
of Toll-like Receptor 3 in an Age-related 
Macular Degeneration（AMD）Mouse 
Model

Mol Ther Nucleic Acids 
4：e258, 2015（IF=4.51）

Takanashi M,  Sudo K, Ueda S,  Ohno S,  Yamada Y, 
Osakabe Y,  Goto H,  Matsunaga Y,  Ishikawa A,  Usui Y, 
Kuroda M

2. Does perineural invasion of the myenteric 
plexus have a key role in annular rectal 
invasion and digestive system symptoms 
of prostate carcinoma patients?

Med Hypotheses 85（6）：
854-857, 2015（IF=1.136）

Hashimoto H,  Kurata A,  Nashiro T*,  Kuroda M,  Horiu-
chi H*

3. Phosphorylation status determines the 
opposing functions of Smad2 and Smad3 
as STAT3 cofactors in TH17 diff erentia-
tion

Nature communications 6：
7600, 2015（IF=11.329）

Yoon JH,  Sudo K, Kuroda M, Taniguchi T*,  Kato M*,  Lee 
I*,  Han JS*,  Nakae S*,  Imamura T*,  Kim J*,  Ju JH*,  Kee 
Kim DK*,  Matsuzaki K*,  Weinstein M*,  Nakao A*,  Matsu-
moto I*,  Sumida T*,  Mamura M

4. Evaluation of the Human Papillomavirus 
mRNA Test for the detection of cervical 
lesions in Japan

Eur J Gynaec Oncol（Euro-
pean journal of gynaeco-
logical oncology）36（2）：
192-196, 2015（IF=0.64）

Nakayama Y,  Yamada M,  Kurata A,  Kiseki H*,  Kuroda 
M
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5. Ovarian small cell carcinoma of pulmo-
nary type appearing in ante mortem asci-
tes：An aoutopsy case and review of the 
literature

Human Pathology EHPC-

00037, 2015（IF=2.791）
Hashimoto H,  Kurata A,  Fujita K,  Shimada H*,  Nagai T*,  
Horiguchi H*,  Kuroda M

6. Inhibition of choroidal fibrovascular 
membrane formation by new class of 
RNA interference therapeutic agent target-
ing periostin

Gene Ther 22（2）：127-

137, 2015（IF=2.89）
Nakama T*,  Yoshida S*,  Ishikawa K*,  Kobayashi Y*,  Zhou 
Y*,  Nakao S*,  Sassa Y*,  Oshima Y*,  Takao K*,  Shimahara 
A*,  Yoshikawa K*,  Hamasaki T*,  Ohgi T*,  Hayashi H*,  
Matsuda A*,  Kudo A*,  Nozaki M*,  Ogura Y*,  Kuroda M 
and Ishibashi T*

7. Angiopoietin-like 7 is an anti-angiogenic 
protein required to prevent vascularization 
of the cornea

P L o S  O n e  1 0（ 1）：
e0116838, 2015（IF=3.057）

Toyono T*,  Usui T,  Yokoo S*,  Taketani Y*,  Nakagawa S*, 
Kuroda M,  Yamagami S*,  Amano S*

8. Immaturity of mooth muscle cells in the 
neointima is associated with acute coro-
nary syndrome

Cardiovasc Pathol 24（1）：
26-32, 2015

Horita A*,  Kurata A,  Ohno S,  Shimoyamada H*,  Saito I*,  
Kamma H*,  Kuroda M

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Development of novel form of mimic 

microRNA for lung cancer therapy
AACR Annual Meeting 
2 0 1 5（2 0 1 5 . 4 . 1 8-2 2）
Philadelphia Pennsylvania 
USA

Ohno S,  Itano K,  Harada Y,  Asada K,  Oikawa K,  
Kashiwazako M,  Takanashi M,  Sudo K,  Ikeda N, 
Kuroda M

国内学会
A1. 計測画像情報の病理学への応用 第 12回日本病理学会カ

ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

黒田　雅彦

2. エクソソームが開く新しい医療 第 19回日本統合医療学
会（2015.12.12-13）山口

黒田　雅彦

B1. microRNA 生成経路を欠損する肺がん
細胞株の解析

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

老川　桂生，浅田浩太朗，大野慎一郎，黒田　雅彦

2. 肺がんにおける Argonauteファミリー
の発現・機能解析

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

浅田浩太朗，老川　桂生，大野慎一郎，黒田　雅彦

3. 核形態測定に基づく乳管内増殖病変
診断補助の試み

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

山田　正俊，齋藤　　彰，山本陽一郎*，立石　文子*，
黒田　雅彦

4. 内頚動脈内膜における平滑筋細胞の
分化度と，動脈硬化性疾患の合併の有
無の相関

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

橋本　浩次，倉田　　厚，名城　珠希*，牛島　友則*，
藤田　浩司，堀内　　啓*，黒田　雅彦

5. 肺がん治療を想定した副作用の少な
い短鎖型新規核酸医薬の開発

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

大野慎一郎，板野　華蓮，原田裕一郎，浅田浩太朗，
老川　桂生，柏迫　幹絵，高梨　正勝，須藤カツ子，
池田　徳彦，黒田　雅彦

6. 胃癌細胞株の形態変化における，上皮
間 葉 系 移 行 に 関 わ る マ イ ク ロ
RNA200cとその標的の検出

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

倉田　　厚，山田　正俊，大野慎一郎，橋本　浩次，
藤田　浩司，高梨　正勝，黒田　雅彦

7. 高安大動脈炎の進展に関わる病理像
の変化

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

倉田　　厚，真村　瑞子，藤田　浩司，平野　和彦*，
長尾　俊孝，黒田　雅彦
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8. 肺線維症に対する miR-29b補充療法 第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

山田　侑子，高梨　正勝，須藤カツ子，上田しのぶ，
黒田　雅彦

9. 浸潤性乳癌に出現する let-7d発現細胞
の検討

第 104回日本病理学会総
会（2015.4.30-5.2）名古
屋

藤田　浩司，山田　正俊，高梨　正勝，黒田　雅彦

10. 副作用を軽減した短鎖型核酸医薬の
開発

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

大野慎一郎，板野　華蓮，浅田浩太朗，老川　桂生，
柏迫　幹絵，高梨　正勝，黒田　雅彦

11. 肺線維症に対する miR-29b補充療法 第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

山田　侑子，高梨　正勝，須藤カツ子，上田しのぶ，
黒田　雅彦

12. 肺がんにおける Argonauteファミリー
の発現・機能解析

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

浅田浩太朗，老川　桂生，大野慎一郎，黒田　雅彦

13. microRNAの生成経路を欠損する肺が
ん細胞株の解析

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

老川　桂生，浅田浩太朗，大野慎一郎，黒田　雅彦

14. ダニ抗原で誘発させたアトピー性皮
膚炎モデルマウスの作成

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

柏迫　幹絵，高梨　正勝，黒田　雅彦

15. 子宮頸部上皮腫瘍（cervical intraepithe-
lial neoplasia；CIN）の抗MUC1抗体
における染色性の検討

第 12回日本病理学会カ
ンファレンス（2015.7.24-

25）神戸

藤田　浩司，倉田　　厚，別所　泰子*，峯尾松一郎，
黒田　雅彦

16. TLS-CHOPを発現する粘液型脂肪肉
腫細胞の増殖に必須な新規分子経路
の探索

第 38回日本分子生物学
会 第 88回日本生化学学
会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1-4）神戸

及川　恒輔*，高梨　正勝，佐藤　冬樹*，黒田　雅彦，
村垣　泰光*

17. 粘液型脂肪肉腫特異的キメラ遺伝子
TLS-CHOPに制御される新規分子メ
カニズムの検討

第 38回日本分子生物学
会 第 88回日本生化学学
会 大 会 合 同 大 会
（2015.12.1-4）神戸

及川　恒輔*，田中　正視，尾崎　　敬*，黒田　雅彦，
村垣　泰光*

看 護 学 科

【教育】
「到 達 目 標」　設置申請時に提示したカリキュラム内容に沿って，1，2，3年次の教育を実施すること，並びに 4年次の教育課

程の準備を進めること。
「現 状 説 明」　2015年度の入学生は 95名で，1名が退学し 94名となった。2014年度入学生は退学者 1名，原級者 1名があり

101名となった。2013年度入学生は，退学者 4名，除籍者 1名，原級者 1名があり 80名となった。その結果，
2015年度の学生総数は 276名である。3年生は，看護学の専門科目の履修が始まり，後期には 14週間に及ぶ臨
地実習を行った。また，保健師国家試験受験資格取得希望者の選抜を行い，32名を決定した。

「点検・評価」　開学して 3年目で，退学者が 11名，3年次へ進級できない学生が 4名いた。各学年での履修科目が多いこと，
医学系の科目には 1コマごとに講義担当者が変わるものも数科目あり，短時間で大量の医学的知識を学習する状
況が，学生のストレスとなっている。医学科の教員に授業を依頼している限り，この問題の解決は難しいので，
学生の負担軽減と学習効果を考えると，看護学科の教員が担当することも考えていく必要がある。退学理由の多
くは進路変更であるが，学業不振がきっかけになっていることは否めない。

「改 善 方 策」　学生の学習状況や生活態度等の把握に努め，担任を中心とした個別的なサポートを強化して退学者を防いでいき
たい。また，退学者を出さないためには入学選抜の方法についても検討が必要である。さらに，現行のカリキュ
ラムを見直し，改正していく必要がある。

「目標・改善方策の達成度」　80%
【研究】
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「到 達 目 標」　すべての教員が科研費等の外部資金獲得を目指して努力し，研究活動を維持・向上させ，学問的または実践的な
成果を出すこと。

「現 状 説 明」　2015年度の文部科学省科研費の申請を行った教員は 16名，採択された研究は 4件で，採択率は 25%であった。
開学時より博士課程に在籍し，研究日や休日・勤務時間外を使って学位取得を目指している教員がいるが，今年
度までに博士号の学位を取得した教員は 5名であった。今後大学院を設置するにあたっては，教員が博士号を取
得していることは重要であるので，できるだけ早く博士号が取得できるように研究環境の整備も必要である。

「点検・評価」　看護学教育においては，教育にかかる時間とエネルギーが多大なために，教員の研究活動に割く時間の確保が難
しい面がある。本学科は開学してまだ完成年次を迎えていない段階であり，設置申請通りの教育を適切に遂行す
ることが最優先課題であるため，教員はカリキュラムの運用や教育環境の整備等を行い，教育目標を達成するた
めに様々な委員会活動や管理的業務に多くの時間を割かなければならない状況である。各教員はそれぞれが時間
管理を行い，研究と教育が両立するように努力をしている。

「改 善 方 策」　昨年度と同様に，教育の質を維持しつつ研究活動も同時に推進するために，委員会や管理的業務の効率化を進め，
少しでも研究活動の時間を確保できるようにする。また，科研費の採択率を上げるために，研究計画の申請に関
する FDへの参加を推奨する。

「目標・改善方策の達成度」　60%
【社会貢献】
「到 達 目 標」　看護学科の教員がそれぞれの専門性を活かし，社会・地域，地域の人々の健康や生活を支援する活動とその組織

づくりについて検討する。
「現 状 説 明」　2015年度に社会貢献活動委員会を立ち上げて，看護学科の社会貢献活動について検討する予定であったが実現

していない。しかし，個々の教員レベルでは様々な活動を自主的に行っている。また，2015年は，大学の中長
期目標の設定に際して，大学全体での社会貢献活動について検討する機会や，法人の広報担当部署と一緒に大学
周辺の商店街や町内会の代表者との会合を持ち，顔合わせをする機会を持った。

「点検・評価」　 教員個人のレベルでの社会貢献活動を強化するとともに，来年度は看護学科内に地域貢献活動委員会を発足させ，
学科としての社会貢献のあり方を検討し，具体的な活動を進めていきたい。

「改 善 方 策」　教員各自が行っている社会貢献活動の把握と，教員間での情報共有を進める。法人・大学組織の社会貢献活動を
所掌する部署との連携をさらに強化する。

「目標・改善方策の達成度」　30%

I.　著書
1. 看護関係法令 /系統看護学講座 医学書院，370, 2015 森山　幹夫，単著
2. 看護管理のベースとなる統計データ
の読み方

日本看護協会出版会，
146, 2015

森山　幹夫，単著

3. 系統看護学講座　専門基礎　公衆衛
生－健康支援と社会保障制度②－ 第 3
章公衆衛生のしくみ

医学書院，61-80, 2015 吉岡　京子，神馬　征峰，大森　純子，宮本　有紀，
安岡　潤子，有本　　梓，蔭山　正子，小野若菜子，
相田　　潤，梅田　麻希，鈴木　まき，廣金　和枝，
渡井いずみ，原田菜穂子

4. 看護実践のための根拠がわかる成人
看護技術（がん・ターミナルケア）

メヂカルフレンド社，
92-110, 2015

神田　清子，神田　清子，二渡　玉江，片岡　　純，
渡辺　　恵，狩野　太郎，石田　和子，平井　和恵，
他 18名

5. 看護と法律 /新看護学講座 5 医学書院，145-255, 2015 森山　幹夫，田中　良明
6. ラ・スパ 2016 医学評論社，1-611, 2015 塙　　篤雄，峰村　淳子，石塚　睦子，成田みゆき

（編：テコム編集委員会）
7. Q&Aと事例でわかる訪問看護認知症
訪問看護

中央法規分担執筆箇所，
117-120, 176-180, 249-

252

諏訪さゆり，宮本　美佐，本間　　昭，辻村真由子，
春日　広美ほか 40名（公益財団法人日本訪問看護財
団監修）

8. 看護学生のための実習記録の書き方 サイオ出版，2015 藤本　　薫，福田美和子編集
9. 事例で読み解く　対応に苦慮する人
へのかかわり方

日総研，106-123, 2015 寺岡征太郎（編：宇佐美しおり*）

10. がん薬物療法における曝露対策合同
ガイドライン

金原出版，2015 神田　清子
（編・著：神田　清子，飯野　京子，平井　和恵，
安井　久晃，野村　久祥）
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II.　学術論文
A1. Development of the Hirai Cancer Fatigue 

Scale；testing its reliability and validity
European Journal  of 
Oncology Nursing19（4）：
427-432, 2015（IF=1.618）

Hirai K,  Kanda K,  Takagai J,  Hosokawa M

2. Oncology nurses’ recognition of long-

term cancer survivorship care in Japan
Asia-Pacific Journal of 
Oncology Nursing 3（2）：
136-143, 2015

Miura A,  Mastuda Y,  Ogawa I,  Takagai J,  Hirai K,  
Hosoda Y,  Suzuki S,  Onishi K

3. Risk factors for interruption of psychiatric 
treatment in mentally ill people living in a 
Japanese community：a cross-sectional 
study

Asian Pacifi c Journal of 
Disease Management, 
2015（in press）

Yoshioka-Maeda K

4. Effectiveness of coaching the health 
menopausal Japanese women

Journal of Women & 
Aging, 10.1080/08952841. 
2015.（2018掲載予定）

Fujimoto K

5. 保健福祉専門職による支援を拒否す
る住民の特徴とその関連要因の解明

日本公衆衛生雑誌 62
（1）：20-27, 2015

吉岡　京子，黒田眞理子

6. 地域看護に活用できるインデックス
（No.3）　保健師の実践能力

日本地域看護学会誌 17
（3）：93-96, 2015

吉岡　京子

7. 福島原発事故と避難に関する文献レ
ビュー－2011～2014年に発表された
文献に焦点を当てて－

日本地域看護学会誌 18
（2・3）, 2015

吉岡　京子，黒田眞理子

8. 肢体不自由のある中学部生徒の自然
災害への備えに関する認識　－特別
支援学校 3校に通学する子どもへの面
接調査から－

小児保健研究 74（6）：
863-870, 2015

小室　佳文，加藤　令子*，沼口知恵子*，西田　志穗*

9. 救命蘇生現場への家族立ち会いの現
状と看護師長の意識

看護教育研究会誌 7
（1）：15-25, 2015

佐藤ユキ子，山本　君子，天野　雅美

10. 看護系大学生における共依存傾向と
親の養育態度および自己価値感の関
連性についての予備的調査

日本看護学会論文集：精
神看護 45：286-289, 2015

大澤　優子，田中　　瞳，松下　年子，丸山　昭子，
篠原百合子

B1. 妊産褥婦の貧血に関する国内文献検
討

東京医科大学看護専門学
校紀要 25：1-9

小檜山敦子，成田みゆき

2. 妊産褥婦が看護学生に受持たれるこ
とを承諾した理由と受持たれた際の
思い

東京医科大学看護専門学
校紀要 25：99-105

成田みゆき，小檜山敦子，大島　久美，須賀己代子，
酒向　里枝

3. 夜間実習の教育効果－新人看護師の
初夜勤時の不安への影響－

東京医科大学看護専門学
校紀要 25：107-112

成田みゆき，佐藤ユキ子，関川久美子，高城　由紀，
中野八重美

D1. ルーブリックを用いた母性看護学評
価表作成の試み

日本ウーマンズヘルス学
会誌 13（2）：30-37, 2014

久米美代子*，鈴木　祐子，瀨戸　愛子*

III.　学術刊行物
A1. 医療通訳・コーディネーターの教育プ
ログラムにおける外国語系大学と看
護系大学による共同開発　外国語系
大学と看護系大学における医療通訳
に関する教育の実態

保健の科学 57（6）：425-

429, 2015
金川　克子，松葉　祥一，船山　仲他，藤代　　節，
福嶌　教隆，成瀬　和子，下地早智子，川越　栄子，
益　加代子，植本　雅治，山下　　正

2. 保健師のための行政学入門 なぜ「保
健師は何をやっているのかわからな
い」と言われてしまうのか ?

保健師ジャーナル 71
（1）：66-70, 2015

吉岡　京子

3. 保健師のための行政学入門 なぜ保健
師の仕事には裁量権があるのか ?

保健師ジャーナル 71
（2）：158-162, 2015

吉岡　京子
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4. 保健師のための行政学入門 なぜ上司
はいつも席にいないのか ?

保健師ジャーナル 71
（3）：250-254, 2015

吉岡　京子

5. 保健師のための行政学入門 なぜ上司
は分厚い企画書を斜め読みして突き
返すのか ?

保健師ジャーナル 71
（4）：340-344, 2015

吉岡　京子

6. 保健師のための行政学入門 なぜ法令
にはさまざまな呼び方があるのか ?

保健師ジャーナル 71
（5）：430-434, 2015

吉岡　京子

7. 保健師のための行政学入門 なぜ公務
員は定期的に人事異動させられるの
か ?

保健師ジャーナル 71
（6）：520-524, 2015

吉岡　京子

8. 保健師のための行政学入門 予算なし
で事業を企画できるのか ?

保健師ジャーナル 71
（7）：622-626, 2015

吉岡　京子

9. 保健師のための行政学入門 政策と施
策は何がどう違うのか ?

保健師ジャーナル 71
（8）：712-716, 2015

吉岡　京子

10. 保健師のための行政学入門 なぜ政策
評価をしても劇的な改善はもたらさ
れないのか ?

保健師ジャーナル 71
（9）：796-800, 2015

吉岡　京子

11. 保健師のための行政学入門 なぜ保健
師は事務仕事をしなければならない
のか ?

保健師ジャーナル 71
（10）：874-879, 2015

吉岡　京子

12. 保健師のための行政学入門 なぜ家庭
訪問の記録は後回しにされるのか ?

保健師ジャーナル 71
（11）：966-970, 2015

吉岡　京子

13. 保健師のための行政学入門 なぜ地方
自治について最初の研修で学ぶのか ?

保健師ジャーナル 71
（12）：1052-1056, 2015

吉岡　京子

14. 特集 日常ケアでの抗がん薬による曝
露・予防対策，「基本編　抗がん薬の
毒性と臨床現場での対応 Q&A」

エキスパートナース 31
（9）：51-52, 54-61, 2015

平井　和恵

15. 医療界は地域医療構想の策定 日本保育協会・保育界
489：22-23

森山　幹夫

16. 研究報告～杉並区における特定妊婦
の特徴と支援の現状～

特定妊婦支援の手引き
（職員用），2015

吉岡　京子，黒田眞理子

17. 多問題家族の中で生きる精神障害者
への支援のガイドラインの開発研究
報告書

ひと・健康・未来研究財
団研究助成研究報告書，
2015

吉岡　京子，黒田眞理子

18. 看護師のがん薬物療法における曝露
対策に関する実態調査～がん薬物療
法における曝露対策合同ガイドライ
ン発行前調査

日本がん看護学会誌 29
（3）：79-84, 2015

飯野　京子，神田　清子，平井　和恵，狩野　太郎，
市川　智里，岩本寿美代，渡邉　真理，那須　和子，
藤井　恵美，角甲　　純，風間　郁子，小松　浩子

19. 看護技術評価の試み－看保連の立場
から

日本内科学会雑誌 103
（12）：2015.12

山田　雅子，井部　俊子，岡谷　恵子，任　　和子，
浅田　美和，小野田　舞，斉藤　訓子，田倉　智之

B1. 2015年助産師国家試験　全国統一模
擬試験

インターメディカル，
2015

藤本　　薫（監：斉藤　益子）

2. 慢性看護学の知 日本慢性看護学会9（2）：
88-93, 2015

野並　葉子，佐佐木智絵，河田　照絵

3. 疾患と看護がわかる看護過程ナーシ
ングプロセス　正常な妊娠・分娩・産
褥（看護編）

メヂカルフレンド社，
Clinical Study 36（9）：
25-47, 2015

原田　通予，田村　知子

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. A descriptive study on Care support Pro-

vided by Nurses for Stable COPD Patients
19th East Asian Forum of 
N u r s i n g  S c h o l a r s
（2016.3.14-15）千葉

Kawada T
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2. Concept Analysis of Father Consciousness 
in Childcare

International Conference 
on “Global Nurses：Key 
success to Universal 
Health”（2016.4.22-23）
Christian University of 
Thailand

Decker K,  Maruyama A,  Osawa Y,  Tanaka H

3. Are DIPEx narratives truly “useful” for 
patients?－Analyses of ‘thank you!’ but-
tons and short comments in DIPEx-Japan 
website

Illness and Narrative in 
P r a c t i c e（2 0 1 5 . 6 . 2 7）
Freiburg

Sawada A*,  Setoyama Y,  Sakuma Sato R *

4. Development of New Educational Pro-
gram Using Patients’ Narratives in 
DIPEx-Japan

Illness and Narrative in 
P r a c t i c e（2 0 1 5 . 6 . 2 7）
Freiburg

Morita N*,  Iba N*,  Beppu H*,  Hirono Y*,  Akimoto R*,  
Nakamura C*,  Goto K*,  Wada E*,  Setoyama Y,  他 10名

5. Confl icts of male workers whose wives 
and children chose voluntary evacuation 
after the Fukushima nuclear disaster

Mixed Method Interna-
tional Research Associa-
tion, Asia Regional Confer-
ence 2015（2015.7.19-20）
Ibaraki, Osaka

Yoshioka-Maeda K,  Kuroda M,  Togari T

6. Evaluation and Development of a SDM 
Educational Program for Nursing Profes-
sionals－With Focus on the Japanese Ver-
sion of Ottawa Personal Decision-Making 
Guide－

International shared deci-
sion-making（ISDM）and 
International Society for 
Evidence Based Health 
C a r e（ I S E H C） 2 0 1 5
（2015.7.21）Sydney

Arimori N*,  Inaba K*,  Horiuchi S*,  Setoyama Y,  Yoahie S*

7. Eff orts in Simulation based Education in 
Maternity Nursing

The ICM Asia Pacific 
Regional Conference 2015
（2015.7.20-22）Yoko-
hama, Japan

Fujimoto K,  Fujimoto K,  Narita M,  Tamura T,  Ando M,  
Kuroiwa M,  Suzuki Y

8. Peer support for nurses who have encoun-
tered patient suicide in the psychiatric 
ward

16th International Mental 
H e a l t h  C o n f e r e n c e
（2015.8.10-13）Surfers 
Paradise, Australia

Teraoka T,  Teraoka S

9. A study on the utilization of the Japanese 
version of two booklets that were devel-
oped by Dr. Tytti Solantaus in Finland-

"How can I help my children? A guide to 
parents who have mental problems” and 
“What`s up with our parents? A guide-
book for children and adolescents whose 
mother or father suff ers from mental prob-
lems

12th International Family 
N u r s i n g  C o n f e r e n c e 
（2015.8.18-21）Odense, 
Denmark

Ueno R

10. Skills of Japanese public health nurses for 
supporting mentally ill persons who are 
the target of neighbors’ complaints

International Conference 
on Community Health 
Nursing（2015.8.19-21）
Seoul, Korea

Yoshioka-Maeda K,  Kuroda M

11. The eff ectiveness and the problems of 
‘Image training’ in preparing for natural 
disasters-Analysis of teachers’ recogni-
tion at special support schools aff ected by 
the Great East Japan Earthquake

4th World Academy of 
N u r s i n g  S c i e n c e
（2015.10.14-17） Germany, 
Hannover

Kato R*,  Komuro K,  Numaguchi C*
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12. An evaluation of the actual application of 
a Tool developed for children, who have 
disabilities, to themselves prepare for nat-
ural disasters, -Based on Orem’s Self-
care theory

4th World Academy of 
N u r s i n g  S c i e n c e
（2015.10.14-17） Germany, 
Hannover

Kato R*,  Nishida S*,  Komuro K,  Numaguchi C*

国内学会
A1. がん薬物療法曝露対策講演会・シンポ
ジウム　「チームで取り組むがん薬物
療法における曝露対策～根拠に基づ
くガイドラインの活用～」

第 29回日本がん看護学
会学術集会（2015.3.1）
横浜

平井　和恵

2. 精神力動論的に事例を理解するため
の『事例の読み解き方』

第 25回日本精神保健看
護学会（2015.6.27）筑波

小林　　信，須藤　公裕*，佐々木三和，則村　　良*，
勝部　真由*，寺岡征太郎，田上美千佳

3. 精神力動的に事例を理解するための
『事例の読み解き方』

第 24回日本精神保健看
護 学 会 学 術 集 会
（2015.6.27）

小林　　信，須藤　公裕，則村　　良，勝部　真由，
佐々木三和，寺岡征太郎，田上美千佳

4. 鼎談　慢性看護学の知 第 9回日本慢性看護学会
学 術 集 会（2015.7.4-5）
大阪

野並　葉子，佐佐木智絵，河田　照絵

5. ワークショップ 5「医療従事者の安全
のための Safe handling of Hazardous 
Drugsの概念構築」，「がん薬物療法に
おける曝露対策合同ガイドライン」の
意義と展望

第 13回日本臨床腫瘍学
会学術集会（2015.7.16）
札幌

安井　久晃，飯野　京子，平井　和恵，野村　久祥，
神田　清子

6. テーマセッション「医療を必要とする
子ども自身が自然災害に備えるため
に看護師は何をすべきか」

日本小児看護学会第 25
回学術集会（2015.7.25）
千葉

加藤　令子，小室　佳文，沼口知恵子，西田　志穗*

7. テーマセッション「小児看護学領域の
カリキュラムにシミュレーション教
育を効果的に活用する取り組み」

日本小児看護学会第 25
回学術集会（2015.7.25）
千葉

永島　美香，小室　佳文，秋田　由美

8. テーマセッション「看護学生が企画・
実施する 5～6歳児向け健康教育「体
のしくみ（構造と機能）」－保育所実
習における小児看護実践能力の育
成－」

第 26回日本小児看護学
会（2015.7.25）千葉

世良　喜子*，高瀬　佳苗*，瀬戸山陽子，小西　美樹*

9. 学生の主体性を育成するシミュレー
ション教育の実際

福岡女学院看護大学 FD
研究会（2015.8.12）福岡
女学院看護大学

永島　美香

10.「問題解決力を育てる授業をいかにつ
くるか－TBLの実践と評価－」

日本看護学教育学会第
25 回 学 術 集 会
（2015.8.18）アスティー
とくしま

鈴木　玲子，永島　美香

11. 交流セッション「患者の語り（ナラ
ティブ）から何を学ぶか　Part 3－健
康と病いの語りデータベース（DIPEx
－Japan）の教育用ページの活用－」

第 25回日本看護学教育
学会（2015.8.18）徳島

森田　夏実*，射場　典子*，佐藤　幹代*，瀬戸山陽子，
仙波　美幸*，和田恵美子*

12. 特別講演「がん薬物療法における曝露
対策合同ガイドラインについて～看
護師の立場から～」

第 5回関西サポーティブ
ケア研究会（2015.10.6）
京都

平井　和恵
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13. シンポジウム 4「抗がん剤曝露対策の
現状と推奨～我々が行うべき曝露対
策とは ?～」，ガイドラインで推奨す
る曝露対策とは ?（看護師の立場から）

第 25回日本医療薬学会
年会（2015.11.21）横浜

平井　和恵

14. 女性研究者支援の成果報告と継続に
向けて

女性研究者研究補助者配
置 の 成 果 報 告 会
（2015.12.3）

吉岡　京子

15. ケア困難な患者・家族・看護スタッフ
への包括的アセスメントと支援　精
神看護支援モデルの構築

第 35回日本看護科学学
会学術集会（2015.12.5）
広島

宇佐美しおり，川田　陽子，寺岡征太郎，河野　伸子

B1. 精神疾患に罹患している恐れのある
住民に関する 苦情相談を寄せた苦情
主への保健師の対応方法の解明

第 3回日本公衆衛生看護
学 会（2015.1.10-11） 兵
庫

吉岡　京子

2. 福島第一原発事故と避難に関する文
献レビュー

第 3回日本公衆衛生看護
学 会（2015.1.10-11） 兵
庫

黒田眞理子，吉岡　京子

3. 杉並区における特定妊婦の特徴の分
析－保健師による支援ガイドライン
の作成に向けて－

第 3回日本公衆衛生看護
学 会（2015.1.10-11） 兵
庫

笠　真由美，齋藤　夕子，大熊　陽子，吉岡　京子，
黒田眞理子，大屋　成子，平林　義弘

4. 少子・晩婚化社会に向けたプレコンセ
プショナルケアへの看護系大学の取
り組み

第 11回医療看護研究会
（2015.3.6）順天堂大学浦
安

高橋　真理，増田美恵子，青柳　優子，高島えり子，
植竹　貴子，大田　康江，鈴木　紀子，藤本　　薫，
日置智華子，湯本　敦子，佐々木裕子

5. 高次脳機能障害のある子どもと家族へ
の支援の実態－学校生活が比較的順調
に経過している小中学生の事例－

第 62回日本小児保健協
会学術集会（2015.6.20）
長崎

小室　佳文，市原　真穂*，荒木　暁子*

6. 自己価値感に関する和文献の検討 日本「性とこころ」関連
問題学会 第 7回学術集
会池袋（2016.6.27）ホテ
ルメトロポリタン池袋

丸山　昭子，大澤　優子，田中　　瞳，デッカー清美，
篠原百合子，久保　正子

7. 中年期女性 MG患者が確定診断前に
受けていたストレスとコーピングの
内容及びそれらに対する意味づけ

第 20回日本難病看護学
会学術集会（2015.7.24）
東京

廣瀬　　舞，田所　良之

8. 高次脳機能障害のある子どもの学校
生活と支援の実態　第 1報　－母親の
面接調査から－

日本小児看護学会第 25
回学術集会（2015.7.25）
千葉

小室　佳文，市原　真穂*，荒木　暁子*

9. 高次脳機能障害のある子どもの学校
生活と支援の実態　第 2報　－看護師
の面接調査から－

日本小児看護学会第 25
回学術集会（2015.7.25）
千葉

市原　真穂*，小室　佳文，荒木　暁子*

10. パーキンソン病患者が生活のバラン
スを取ろうとする様

第 20回日本難病看護学
会学術集会（2015.7.25）
東京

田中　貴大，田所　良之

11. 韓国平澤市の保健所視察から見た韓
国地域母子保健の現状

第 14回日本ウーマンズ
ヘルス学会学術集会
（2015.7.25）東京

田村　知子

12. 精神疾患を有する特定妊婦の特徴の
解明

第 18回日本地域看護学
会（2015.8.1-2）神奈川

吉岡　京子，黒田眞理子

13. コミュニティがつなぐ安全・安心な都
市 ･ 地域の創造－被災看護管理者の
ネットワークの構築に向けて－

第 17回日本災害看護学
会（2015.8.8-9）宮城

山﨑　達枝

14. GHQによる看護制度改革期における
東京保健女子学院の開学の意義

日 本 看 護 歴 史 学 会
（2015.8.22-23）札幌医科
大学　臨床教育研究棟

春日　広美
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15. 看護学生が持つ「家族による介護」の
イメージ

日 本 家 族 看 護 学 会
（2015.9.5-6）国際医療福
祉大学小田原保健医療学
部

春日　広美，川野　英子

16. 養育態度尺度に関する和文献の検討 第 14 回日本アディク
ション看護学会学術集会
（2015.9.5-6）東京 創価
大学

丸山　昭子，大澤　優子，デッカー清美，田中　　瞳

17. 看護大学生の共依存傾向と親の養育
態度および自己価値感の関連性につ
いての拡大調査

第 14 回日本アディク
ション看護学会学術集会
（2015.9.5-6）東京 創価
大学

大澤　優子，丸山　昭子，田中　　瞳，デッカー清美，
成田みぎわ，篠原百合子，松下　年子

18. Person-Centered Careの概念分析－慢
性疾患患者ケアにおいて－

第 20回日本糖尿病教育・
看 護 学 会 学 術 集 会
（2015.9.21）

山岸　直子

19. 中規模病院の連携における新人看護
師合同研修の実態および効果

第 9回看護教育研究学会
学 術 集 会（2015.10.10）
東京

清水　典子，天野　雅美，山本　君子

20. 中規模病院の連携における新人看護
師合同研修実態および効果

第 10回看護教育研究学
会学術集会（2015.10.15）
東京）

清水　典子，天野　雅美，山本　君子

21. がんピアサポーターへの支援の現状 第 74回日本公衆衛生学
会（2015.11.4-6）長崎

安齋ひとみ*，糸井志津乃*，林　美奈子*，吉田　由美*，
風間　眞理*，刀根　洋子*，堤　千鶴子*，奈良　雅之*，
鈴木　祐子，他 3名

22. Person-Centered Careの概念分析－慢
性疾患患者ケアにおいて－（第 2報）

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

山岸　直子

23. EPAに基づき来日したインドネシア
人看護師の頭脳還流の現状

第 30回国際保健医療学
会学術集会（2015.11.22）
金沢大学角間キャンパス

成瀬　和子，Skp M Kes Maftuha

24. ASEAN加盟国の看護人材相互認証協
定への取り組みに関する文献検討

第 30回国際保健医療学
会学術集会（2015.11.22）
金沢大学角間キャンパス

成瀬　和子，須藤　恭子

25. 医療安全に関する委員会の経験によ
る眼球運動と環境整備項目の相違

第 10回医療の質・安全
学 会 学 術 集 会
（2015.11.22）千葉，医療
の質・安全学会誌 10（l）：
316, 2015

西村　礼子

26. 福島原発事故により妻子が自主避難
した経験を持つ男性労働者への面接
調査

第 35回日本看護科学学
会学術集会（2015.12.5-6）
広島

黒田眞理子，吉岡　京子，戸ヶ里泰典

27. 薬剤処方箋照合時における照合方法
と情報見落としとの関連に関する研
究

第 35回日本看護科学学
会（2015.12.5）広島

伊藤　綾子

28. 家族看護論におけるロールプレイ学
習「在宅介護を行う家族の体験」の評
価

第 35回日本看護科学学
会（2015.12.5-6）広島

春日　広美，川野　英子

29. 海外で働く日本人看護師のインタ
ビュー調査から得た日本における看
護師のかかわりの特徴

第 35回日本看護科学学
会学術集会（2015.12.5）
広島

田所　良之
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30. 産後 1か月間に行う家庭訪問のニーズ
調査からみた産後ケアの在り方

第 35回日本看護科学学
会学術集会（2015.12.5-6）
広島

田村　知子

31. 看護師の経験年数による注視と環境
整備項目の関係

第 35回日本看護科学学
会学術集会（2015.12.6）
広島，日本看護科学学会
学術集会講演集 35：607, 
2015

西村　礼子

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. アディクション等専門相談事業の提
出事例分析と困難事例対応の手引き
作成について

杉並保健所保健予防課専
門職研修（2015.3.4）杉
並区杉並保健所

吉岡　京子

2. 講演「がん薬物療法における曝露対
策」

Cancer Care Management 
Web Seminar（2015.7.10）
全国同時インターネット
中継（撮影：東京）

平井　和恵

3. 保健師に必要な行政学 千葉県山武保健所館内研
究会研修（2015.7.22）千
葉県山武保健所

吉岡　京子

4. 保健師のための行政学入門～保健師
が行政内で専門性を発揮していくた
めに～

平成 27年度滋賀県市町
保健師協議会研修会 I
（2015.8.28）滋賀県国保
会館

吉岡　京子

5. 行政機関における健康政策論：施策，
事業の作成及び評価

東京大学大学院医学系研
究科地域看護学教室大学
院講義（2015.9.30）東京
大学大学院

吉岡　京子

6. 行政保健師による事業化と施策化（1） 東京大学大学院医学系研
究科地域看護学教室大学
院講義（2015.10.7）東京
大学大学院

吉岡　京子

7. 保健師のための行政学入門 岩手県盛岡地区保健師会
研修会（2015.11.21）都
南文化会館

吉岡　京子

8. 講演「抗がん薬曝露防止について」 Medtronic第 3回抗がん
剤曝露防止セミナー in
東京（2015.12.5）ベルサー
ル神田（東京）

平井　和恵
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血 液 内 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　血液疾患にとどまらず，合併症としての全身疾患を理解する。血液疾患への多面的なアプローチ（合併する感染

症，抗がん剤治療による臓器機能への影響，移植医療におけるチーム医療の重要性等）を説明できる。大学院生
では新たな診断法や治療法の関わる必要性を理解できる。

「現 状 説 明」　当科で執筆した医学スーパーラーニングシリーズ「血液内科学」（丸善出版を刊行し，副テキストとして用いて
いる。5年生の臨床実習では臨床に即した国家試験対策クルズスを行うと共に，症例検討，顕微鏡検鏡による検
討会を行っている。6年生に対しては積極的な参加型実習を行い，特に移植医療におけるチーム医療のかかわり
方が学べるように工夫している。学生教育には e-learningの活用を進めている。大学院生（2016年 7月現在 2名）
にも国際誌への研究発表を促している。

「点検・評価」　第 3学年における講義では指定教科書による幅広い知識の伝授を行い，臨床実習ではカルテの書き方，チーム医
療への参加を促すことにより，能動的な学習態度の必要性に重点を置いていることは評価できる。共同研究の遂
行により大学院生に対する教育効果も上がっている。

「改 善 方 策」　問題点として臨床実習に消極的な学生への対応が必要と思われる。第 5学年の臨床実習では問題解説講義をクル
ズスとして取り入れている。第 6学年の参加型臨床実習への参加学生数が増えつつあり，今後も屋根瓦式の学生
教育を推進する。

【研究】
「到 達 目 標」　関連部局との積極的な連携により国際的に質の高い研究を行うことが目標である。特に臨床と密接に関係する診

断および治療法の開発，第 I相 /第 II相試験に積極的に取り組み，最先端の治療に接することを目標とする。
「現 状 説 明」　2015年度は国際誌 10編への研究発表と順調な研究業績を挙げている。
「点検・評価」　研究面での業績については評価に値すると思われる。国際的な雑誌に受理され今後の発展が期待される。
「改 善 方 策」　公的資金の獲得を促すことにより，研究への意欲の恒常的な推進を図る必要がある。
【診療】
「到 達 目 標」　安全な医療に重点を置き，教育や研究と連携する血液診療を行う。
「現 状 説 明」　造血幹細胞移植術も昨年に比べ伸びている。初期研修医のラウンドも 2015年度は毎月 2～3名と順調な伸びをみ

せており，血液内科学のみならず全身管理に重点をおき研修医と共に診療を進めている。さらに，若手医師が中
心となり 2～3か月に 1回の割合で研修医および看護師を対象にした勉強会を開催している。

「点検・評価」　治療方針の決定は毎週の医局の検討会で行われ，コンセンサスの得られた治療が行われている。
「改 善 方 策」　血液内科としては感染症対策，抗がん剤による臓器障害への対応，止血・血栓症対策など本来医師として熟知す

るべきフィールドを担当しているが，研修医の育成は病院全体の問題と考える。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　血液疾患の認知度を高める社会貢献を目指す。また，国際社会における若手医師の育成に貢献する。
「現 状 説 明」　2015年には地域医師への教育および連携を推進した。また保険診療には 2名が審査委員として携わった。文部

科学省の高額医療機器委員および厚生労働省・医薬品医療機器総合機構の委員として社会貢献を行った。
「点検・評価」　地域医療への積極的な働きかけが必要であるが，現状ではマンパワーの問題があり，外来・入院とも，ほぼ飽和

状態と言える。女性医師の病院助教枠を用いているが，現状での人で不足の解消は難しいと思われる。
「改 善 方 策」　今後も，社会的インパクトの高い研究を進め，様々なメデイア等を通して，研究成果を発表していくことが必要

と思われる。また，積極的に公開講座を開催することにより希少疾患や造血器悪性腫瘍および造血幹細胞移植の
認知度を高める必要があるものと考える。

I.　著書
1. 今日の治療指針 2015年版：ニューモ
シスチス症

医学書院，251, 2015 伊藤　良和（監：山口　　徹*，北原　光夫*，
編：福井　次矢*，高木　　誠*，小室　一成*）

2. 内科学第 10版：骨髄異形成症候群 朝 倉 書 店，1961-1965, 
2015

大屋敷一馬（編：矢崎　義雄*）

3. 入門腫瘍内科学改訂第 2版：細胞死：
テロメア・テロメラーゼ

篠原出版，39-41, 2015 大屋敷一馬，大屋敷純子（監：日本臨床腫瘍学会*，
編：「入門腫瘍内科学改訂第 2版」編集委員会*）
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II.　学術論文
A1. Validation of cytogenetic risk groups 

according to International Prognostic 
Scoring Systems by peripheral blood 
CD34+ FISH：Results from a German 
diagnostic study in comparison with an 
international control group

Haematologica 100（2）：
205-213, 2015（IF=6.671）

Braulke F*,  Giagounidis AN*,  Lübbert M*,  Greenberg PL*,  
Bennett JM*,  Solé F*,  Mallo M*,  Slovak ML*,  Ohyashiki K

2. Cefozopran, meropenem, or imipenem-

cilastatin versus cefepime as empiric ther-
apy in high-risk febrile neutropenic adult 
patients：A multicenter prospective ran-
domized trial

Journal of Infection and 
Chemotherapy 21（1）：
16-22, 2015（IF=1.425）

Nakane T*,  Tamura K*,  Hino M*,  Tamaki T*,  Yoshida I*,  
Fukushima T*,  Tatsumi Y*,  Nakagawa Y*,  Ohyashiki K

3. Diff use large B-cell lymphoma resem-
bling a metastatic liver tumor

British Journal of Haema-
tology 168（1）：1, 2015
（IF=5.401）

Saito Y,  Gotoh M,  Katagiri S,  Ohyashiki K

4. Early cytotoxic lymphocyte expansion 
contributes to a deep molecular response 
to dasatinib in patients with newly diag-
nosed chronic myeloid leukemia in the 
chronic phase：results of the D-fi rst study

American Journal  of 
Hematology 90（9）：819-

824, 2015（IF=5）

Iriyama N*,  Fujisaws S*,  Yoshida C*,  Wakita H*,  Chiba S*,  
Okamoto S*,  Kawakami K*,  Takezako N*,  Kumagai T*,  
Inokuchi K*,  Ohyashiki K

5. Shorter halving for BCR-ABL transcript 
reduction is a novel predictor for achieve-
ment of molecular responses in newly-

diagnosed chronic phase chronic myeloid 
leukemia（CML-CP）treated with dasat-
inib：results of D-First study

American Journal  of 
Hematology 90（4）：282-

287, 2015（IF=5）

Iriyama N*,  Fujisaws S*,  Wakita H*,  Chiba S*,  Okamoto S*,  
Kawakami K*,  Takezako N*,  Kumagai T*,  Inokuchi K*,  
Ohyashiki K

6. Frequency of del（12p）is commonly 
undetermined in myelodysplastic syn-
dromes：Results from a German diagnos-
tic study in comparison with an interna-
tional control group

Genes Chromosomes and 
Cancer 54（12）：809-817, 
2015（IF=3.96）

Braulke F*,  Giagounidis AN*,  Lübbert M*,  Greenberg PL*,  
Bennett JM*,  Solé F*,  Mallo M*,  Slovak ML*,  Ohyashiki K,  

7. In vitro eff ect of deferasirox with 5-aza-
cytidine in human leukemia cells

Annals of Hematology, 
2015, 90（9）：1601-1602,
（IF=3.022）

Imanishi S,  Takahashi R,  Ohsuga M,  Ohyashiki K,  
Ohyashiki JH

8. BCL2L11（BIM）deletion polymor-
phism, rather than BIM SNP, is an eff ec-
tive predictor of early molecular relapse 
after ABL tyrosine kinase inhibitor dis-
continuation in patients with chronic 
myeloid leukemia

Integrative Cancer Science 
and Therapeutics 2（5）：
242-244, 2015（IF=1.706）

Katagiri S,  Tauchi T,  Tadokoro K,  Ohyashiki JH,  Ohya-
shiki K

9. Effi  cacy of the polo-like kinase inhibitor 
rigosertib, alone or in combination with 
Abelson tyrosine kinase inhibitors, against 
breakpoint cluster region-c-Abelson-　
positive leukemia cells

Oncotarge 6（24）：20231-

20240t, 2015（IF=5.008）
Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Ohyashiki K

10. Anti-leukemic activity of axitinib against 
cells harboring the BCR-ABL T315I point 
mutation

Journal of Hematology and 
Oncology 8（1）：97, 2015
（IF=6.263）

Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Sakuta J,  Ohyashiki K

11. The bridge treatment selected at the deci-
sion for transplantation did not aff ect the 
outcomes in patients with MDS

Hematol Oncol 2015 Dec 
8. doi：10.1002/hon.2276. 
（IF=3.084）

Kako S*,  Kanda Y*,  Kato J*,  Yamamoto W*,  Kato S*,  
Onizuka M*,  Yokota A*,  Tatara R*,  Yokoyama H*,  Hagihara 
M*,  Usuki K*,  Gotoh M
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12. 再発・難治・高齢者 AMLの病態と治
療

臨床血液 56（10）：1960-

1967, 2015
伊藤　良和

C1. Imatinib 中止後の再発に imatinib と
IFNa併用療法を行い無治療で分子寛
解を維持する BIM欠失多型の CML

臨 床 血 液 56（2）：216-

219, 2015
片桐誠一朗，田内　哲三，梅津　知宏，齋藤　　優，
勝呂多光子，浅野　倫代，吉澤成一郎，北原　俊彦，
赤羽　大悟，田中　裕子，藤本　博昭，岡部　聖一，
後藤　守孝，伊藤　良和，大屋敷純子，大屋敷一馬

III.　学術刊行物
B1. 鉄過剰症の診断におけるMRIの有用
性

血 液 内 科 70（3）：331-

336, 2015
作田　寿理，伊藤　良和，朴　　辰浩，大屋敷一馬

2. 造血器腫瘍におけるエクソソームを
介した細胞間相互作用機構：多発性骨
髄腫を中心に

血 液 内 科 71（3）：396-

400, 2015
梅津　和宏，大屋敷純子，大屋敷一馬

3. 第 6回 JSH International synposium 血液フロンティア（8）：
1186-1188, 2015

大屋敷一馬

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. BET protein inhibition interferes DNA 

integrity in azacytidine resistant cells 
through ATM signaling

6th JSH International sym-
posium（2015.5.22-23）
Karuizawa

Imanishi S,  Ohsuga M*,  Umezu T,  Kobayashi C,  Kata-
giri S,  Asao M,  Saitoh Y,  Ohyashiki K,  Ohyashiki JH

2. The genome-wide DNA methylation sta-
tus as a predictor of 5-azacytidine in clini-
cal responses

6th JSH International sym-
posium（2015.5.22-23）
Karuizawa

Asao M,  Kobayashi C,  Umezu T,  Imanishi S,  Azauma 
A,  Akahane D,  Fujimoto H,  Ohyashiki K,  Ohyashiki K

3. Age-related alterations in exosomal miR-
NAs derived from bone marrow mesen-
chymal stromal cells

6th JSH International sym-
posium（2015.5.22-23） 
Karuizawa

Umezu T,  Imanishi S,  Yoshizawa S,  Saitoh Y,  AYama-
moto Y,  Ohyashiki K,  Ohyashiki JH

4. The lymphocyte dynamics predicts the 
better response for dasatinib treatment in 
patients with newly diagnosed chronic 
myeloid leukemia in chronic phase

20th European Hematology 
Associat ion Congress
（2015.6 .11-14）Wien, 

Austria

Najima Y*,  Iriyama N*,  Fujisawa S*,  Yoshida C*,  Wakita H*,  
Chiba S*,  Okamoto S*,  Kawakami K*,  Takezato N*,  
Ku magai T*,  Inokuchi K*,  Ohyashiki K

5. Nilotinib in Japanese patients with chronic 
myeloid leukemia（CML）with subopti-
mal molecular response（MR）to front-
line imatinib：SENSOR final 24-mo 
analysis and BIM genetic variants sub-
study

20th European Hematology 
Associat ion Congress
（2015.6 .11-14）Wien, 

Austria

Taniwaki M*,  Miyamura K*,  Miyamoto T*,  Tanimoto M*,  
Yamamoto K*,  Kimura S*,  Kawaguchi T*,  Matsumura I*,  
Hata T*,  Tsurumi H*,  Saito S*,  Ohyashiki K

6. A comparison of oral levofl oxacin and 
cefepime in patients with low-risk febrile 
neutropenia by the Japan Febrile Neutro-
penia Study Group

20th European Hematology 
Associat ion Congress
（2015.6 .11-14）Wien, 

Austria

Yoshida I*,  OhyashikiK,  et al

7. Distinct exosomal miRNA expression of 
late onset graft-versus-host disease in 
allogeneic hematopoietic stem cell trans-
plantation

20th European Hematology 
Associat ion Congress
（2015.6 .11-14）Wien, 
Austria

Yoshizawa S,  Umezu T,  Saitoh Y,  Gotoh M,  Akahane D,  
Kobayashi C,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

8. Bone marrow mesenchymal stromal cells 
from healthy donors secrete exosomes 
that inhibit in vivo tumor growth and 
angiogenesis in multiple myeloma

20th European Hematology 
Associat ion Congress
（2015.6 .11-14）Wien, 

Austria

Umezu T,  Tadokoro H*,  Azuma K,  Ohyashiki K,  Ohya-
shiki JH
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9. The stemness inhibitor, BB1608, reduces 
the self-renewal of BCR-ABL positive 
leukemia cells

20th European Hematology 
Associat ion Congress
（2015.6 .11-14）Wien, 
Austria

Tauchi T,  Okabe S,  Ohyashiki K

10. Leukemia cells under persistent hypoxia 
secrete exosomes enhancing angiogenesis 
in mice

44th Annual Scientific 
Meeting of International 
Society of Experimental 
Hematology（2015.9.17-

19） Kyoto

Umezu T,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

11. Prognostic impact of rare single abnor-
malities in myelodysplastic syndromes

57th Annual Meeting of 
American Society of 
Hematology（2015.11.5-8）
Florida, USA

Schanz J*,  Bennett JM*,  Slovak ML*,  Fenaux P*,  Malcovati 
L*,  Cazzola M*,  Valent P*,  Ohyashiki K

12. A Phase 1/2 study of WT1 peptide cancer 
vaccine WT4869 in patients with myelo-
dysplastic syndromes（MDS）

57th Annual Meeting of 
American Society of 
Hematology（2015.11.5-8） 
Florida, USA

Suzuki T*,  Kizaki M*,  Uike N*,  Abe Y*,  Hidaka M*,  
Tagashira S*,  Tsuchiya S*,  Ohyashiki K,  Miyazaki M*

13. Targeting the hedgehog signaling pathway 
by PF-04449913 limits the self-renewal 
of MDS-derived induced potent stem cells
（iPSC）

57th Annual Meeting of 
American Society of 
Hematology（2015.11.5-8） 
Florida, USA

Tauchi T,  Okabe S,  Katagiri S,  Tanaka Y,  Tohyama K*,  
Ohyashiki K

14. Dual HDAC and PI3K inhibitor, CUDC-

907 alone or in combination with ABL 
tyrosine kinase inhibitor against ABL 
tyrosine kinase inhibitor resistant leuke-
mia cells

57th Annual Meeting of 
American Society of 
Hematology（2015.11.5-8） 
Florida, USA

Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Sakuta J,  Ohyashiki K

15. Anti-leukemic activity of axitinib against 
cells harboring the BCR-ABL point muta-
tion

57th Annual Meeting of 
American Society of 
Hematology（2015.11.5-8） 
Florida, USA

Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Sakuta J,  Ohyashiki K

16. Prognostic impact of cytogenetic abnor-
malities in adult patients with Philadel-
phia-chromosome（Ph）-negative acute 
lymphoblastic leukemia（ALL）who 
underwent allogeneic stem cell transplant
（allo-SCT）

57th Annual Meeting of 
American Society of 
Hematology（2015.11.5-8） 
Florida, USA

Shimizu H*,  Saitoh T*,  Sakura T*,  Goto M,  

国内学会
A1. 慢性期 CMLに対する第 2世代 ABL 

TKIsの治療効果と安全性
Novart is  Hematology 
Forum－ Chronic Myeloid 
Leukemia－（2015.3.12）

田内　哲三

2. 骨髄異形成症候群の診断と治療 第 13回京滋血液腫瘍懇
話会（2015.3.13）京都

大屋敷一馬

3. 少量 tuxolitinib投与で貧血が改善した
二次性骨髄線維症

Tokyo  Myelof ib ros i s 
Forum（2015.5.21）東京

後藤　守孝

4. フィンゴリモドとスフィンゴシンキ
ナーゼ阻害剤の 骨髄腫細胞株に対す
る抗腫瘍効果

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）

田中　裕子

5. 血液疾患と miRNA：骨髄腫を中心に Myeloma Expert Meeting
（2015.6.19）東京

大屋敷一馬

6. 骨髄異形成症候群と脱メチル化薬 第 5回 Osaka MDS Forum
（2015.7.17）大阪

大屋敷一馬
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7. 初発 CML-CPに対する長期の Tasigna
治療－Risk & Benefi t－

Novartis web 講 演 会 
（2015.7.26）

田内　哲三

8. 造血器腫瘍における骨髄間質細胞由
来エクソソーム含有 miRNA解析

厚生労働科学研究委託業
務：革新的がん医療実用
化研究事業「高齢者
MDSにおけるクローン
進化の経時的理解に基づ
く新たな治療戦略の構
築」研究班。小川班平成
27 年 度 班 会 議．
（2015.9.12）京都大学品
川オフィース

大屋敷一馬，梅津　知宏，大屋敷純子

9. 造血幹細胞移植の実臨床 社会保険診療報酬支払基
金　研修会（2015.10.7）
講演（東京，港）

後藤　守孝

10. 再発・難治・高齢者 AMLの病態と治
療（教育講演 10）

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

伊藤　良和

11. 骨髄異形成症候群と脱メチル化薬 第 4 回 Okayama MDS 
Seminar（2015.11.5） 岡
山

大屋敷一馬

12. 骨髄腫微小環境におけるエクソソー
ムの機能

国立がんセンター研究開
発費 26-A-4「成人固形
がんに対する標準治療確
立のための基礎研究（飛
内班），「多発性骨髄腫に
対する至適分子標的療法
の確立とバイオマーカー
の探索的研究」（飯田小
班）「高齢者多発性骨髄
腫患者に対する至適な分
子標的療法の確立と治療
効果および有害事象を予
測するバイオマーカーの
探索的研究」（丸山班）
会議（2015.11.14）名古
屋市立大学

梅津　知宏

13. 慢性期 CMLに対する第 2世代 ABL 
TKIsの治療効果

CML Expert Matters in 
East Japan（2015.11.28）

田内　哲三

B1. 非典型的な画像所見を示した肺原発
びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫

第 2回日本血液学会関東
甲信越地方会（2015.3.21）
東京

齋藤　　優，吉澤成一郎，藤本　博昭，後藤　守孝，
伊藤　良和，大屋敷一馬

2. がん微小環境を制御する新たな機構
の解明－細胞外小胞エクソソームを
介した骨髄腫細胞－骨髄内間質細胞
相互作用

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）

梅津　知宏，吉澤成一郎，大屋敷一馬，東　　剣紅，
大屋敷純子

3. 次世代シーケンサーによるクリニカ
ルシーケンスの実際

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）

東　　剣紅，今西　　哲，大屋敷純子，梅津　知宏，
大屋敷一馬

4. 本邦健常者における BCL2L11（BIM）
遺伝的多型の頻度と免疫細胞との関
係

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）

藤本　博昭，片桐誠一朗，大屋敷一馬，溝口　　出，
善本　隆之，梅津　知宏，大屋敷純子
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5. 短期間の少量 ruxolitinib で貧血の改善
がえられた二次性骨髄線維症

第 3回日本血液学会関東
地方会（2015.7.4）

三好　翔子，後藤　守孝，伊藤　良和，大屋敷一馬

6. Stop-imatinib CML患者末梢血単核球
における免疫関連 miRNAの意義

第 7回血液疾患免疫療法
研究会（2015.9.26）東京

大屋敷一馬，溝口 　出，善本　隆之，田内　哲三，
岡部　聖一，片桐誠一朗，梅津　知宏，大屋敷純子

7. 骨髄間質細胞由来 exosomal miRNAを
導入した改変エクソソームによる腫
瘍血管新生の抑制

第 74回日本癌学会学術
総会（2015.10.8-10）名
古屋

梅津　知宏，今西　　哲，東　　剣虹，吉澤成一郎，
大屋敷一馬，大屋敷純子

8. 低酸素耐性骨髄腫細胞株の新規樹立
とその解析

第 74回日本癌学会学術
総会（2015.10.8-10）名
古屋

東　　剣虹，武内　　健，梅津　知宏，大屋敷一馬，
大屋敷純子

9. BIM deletion polymorphism may be asso-
ciated with resistance to chemotherapy for 
follicular lymphoma

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Ito Y,  Umezu T,  Tadokoro K,  Saito Y,  Katagiri S,  
Su guro T,  Asano M,  Yoshizawa S,  Akahane D,  Tanaka 
Y,  Fujimoto H,  Okabe S,  Gotoh M,  Tauchi T,  Ohtashiki 
JH,  Ohyashiki K

10. Antitumor activity of phosphoinositide 
3-kinase inhibitor, copanlisib in multiple 
myeloma cells

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Tanaka Y,  Tanaka Y,  Okabe S,  Tauchi T,  Ito Y,  Ohya-
shiki K

11. Successful treatment of primary refractory 
AML with monosomal karyotype using 
azacitidine after CBT

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Akahane D,  Asano M,  Gotoh M,  Saito Y,  Katagiri S,  
Suguro T,  Yoshizawa S,  Sakuta J,  Tanaka Y,  Furuya N,  
Fujimoto H,  Okabe S,  Tauchi T,  Itoh Y,  Ohyashiki K

12. Phase 1/2 study of Ponatinib safety and 
effi  cacy in Japanese patients（pts）with 
Ph+ leukemia

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Yamamoto K,  Tojo A*,  Kyo T*,  Takahashi N*,  Nakamae 
H*,  Kobayashi Y*,  Tauchi T,  Matsumura I*,  Usui N*,  
Yanase K*,  Naoe T*,  Ohyashiki K

13. Exosomal miRNA signature of bone mar-
row mesenchymal stromal cells derived 
from MDS patients

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Saitoh Y,  Imanishi S,  Umezu T,  Yoshizawa S,  Asano M,  
Fujimoto H,  Akahane D,  Yamamoto Y,  Kobayashi C,  
Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

14. Phosphoinositide 3-kinase inhibitor, 
copanlisib for the treatment of Ph positive 
leukemia cells

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Ohyashiki K

15. Exosomal miRNA signature of late onset 
acute GVHD in allogeneic HSCT

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Yoshizawa S,  Umezu T,  Saito Y,  Gotoh M,  Akahane D,  
Kobayashi C,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

16. Hypoxia-resistant multiple myeloma cells 
and their exosomes enhances angiogenesis 
in vivo

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Umezu T,  Azuma K,  Yoshizawa S,  Ohyashiki K,  Ohya-
shiki JH

17. Predictive factors for successful treatment 
discontinuation of CML patients

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Katagiri S,  Tauchi T,  Umezu T,  Tadokoro K*,  Mizoguchi 
I,  Yoshimoto T,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

18. Activity of stemness inhibitor, BBI608, 
on the self-renewal of BCR-ABL1 posi-
tive leukemia cells

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Tauchi T,  Okabe S,  Katagiri S,  Tanaka Y,  Ohyashiki K

19. Analysis of the data fropm the 4th year 
post makering surveillance（PMS）of 
eculizumab

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Ninomiya H*,  Matumura I*,  Shichishima T*,  Okamoto S*,  
Nishimura J*,  Ohyashiki K,  Nakao S*,  Ando K*,  Kawagu-
chi T*,  Nakamura H*,  Hamada Y*,  Shimono A*,  

20. Prognostic impact of cytogenetic abnor-
malities in adults with Ph-negative ALL 
who underwent SCT

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）
金沢

Shimizu H*,  Goto M,  Taguchi J*,  Wakita H*

21. 低酸素耐性骨髄腫細胞株 IM-9-HRの
樹立と性状

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）

武内　　健，梅津　知宏，小林　千晶，大屋敷一馬，
東　　剣紅，大屋敷純子

22. アザシチジン耐性白血病細胞株にお
ける BETファミリー阻害剤の分子機
構の解明

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）

大須賀美穂，今西　　哲，高橋　諒子，大屋敷純子，
梅津　知宏，小林　千晶，片桐誠一朗，大屋敷一馬
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23. 多発性骨髄腫治療中にアミロイド血
管症による消化管出血を認めた ALア
ミロイド－シス

第 102回新都心血液研究
会・第 37回東京脈管研
究会（2015.11.16）

片桐誠一朗，赤羽　大悟，田中　裕子，勝呂多美光子，
伊藤　良和，大屋敷一馬

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 骨髄異形成症候群：希少疾患ライブラ
リー

http：//www.carenet.com/
report/library/general/rare/
mds.html（2015.9.8） イ
ンターネット配信

大屋敷 一馬

2. 骨髄増殖性腫瘍：基礎と臨床 社内講演会（2015.9.30）
Novartis （東京）

大屋敷 一馬

呼吸器内科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　学生：呼吸生理学的な側面からの病態の理解，呼吸器疾患の基礎事項の理解を徹底させる。BSLにおいては，身

体所見の的確な記載を通して病態を理解させることを目標にしている。若手医局員については，まず専門医資格
試験を目標にしている。

「現 状 説 明」　毎週火曜日　午後　外来ブースを使用して　個々の学生に呼吸機能の測定をおこなわせ，また水曜日，金曜日に
呼吸器疾患の病態をどのようにとられ解釈するかゼミ形式で参加型学習を行わせた。基礎事項の確認については
pre, post テストとその解説の時間を設けている。身体所見の取り方とカルテの書き方について病棟指導医だけで
なく別個時間を設け指導を行っている。

「点検・評価」　ゼミ形式の学習，pre, post試験による基礎事項の確認とカルテの書き方については学生にとっても評価を受けて
いる。

「改 善 方 策」　指導医の人数不足から BSLは，1週間と短期となっており，これを改善するには，指導医の充足という抜本的
な改善が必要である。

【研究】
「到 達 目 標」　臨床的な思慮を広げるためにも研究する姿勢は，重要であることを十分に理解させ，まず臨床研究からはじめ更

に基礎研究へと深めていくことを目標とする。臨床研究の国内或いは海外での発表を必ず 1回は行い，論文化を
目指す。

「現 状 説 明」　臨床研究については，一部若手医師も参加しつつあるが十分ではない。基礎研究については，教育研究棟にわず
かではあるが実験室のスペースを設け，設備拡充を行った。臨床研究については，COPDの薬物治療，COPDの
栄養療法 について，医師主導の多施設共同研究を立ち上げ COPDの薬物治療は終了し，論文化した。また
COPDの栄養療法は継続研究中である。遺伝性間質性肺疾患については，AMEDの分担研究の中心となっている。

「点検・評価」　若手医師の地方会発表，国内総会での発表はできているが，海外学会での発表は，特定の医師に限られている。
臨床研究については，COPD について，医師主導の多施設共同研究を立ち上げ終了し，論文化した。遺伝性間質
性肺疾患については，発症要因の特定をおこなってる。若手医師の研究に対する志向性は，まだ充分でない。

「改 善 方 策」　少人数のため学生教育，診療に占める時間の割合が大きいため研究への意欲がそがれている面も否定できない。
これを解決するためにはスタッフ人数を増やし，大学院生を増加させことも最大の改善策となると考える。研究
補助員も採用し研究も充実させていきたい。

【診療】
「到 達 目 標」　初診外来と専門外来をつくり患者サービスを向上させる。病診連携の充実。高度先進医療への準備
「現 状 説 明」　医局員数は少ないながら毎日午前診療は 4診を維持し，月曜午後は，間質性肺炎や稀少肺疾患の専門外来，水曜

日は肺癌の専門外来をもうけている。高度先進医療については，新制実施したい分野があるが，実施できていな
い。

「点検・評価」　紹介患者数も 70-80%台を維持している。初診外来は，週 4日はもうけているが，スタッフの人数の点から毎日
もうけるには至っていない。専門外来については，患者数は増加してきているが，スタッフの数に制限があり十
分に対応できないこともある。

「改 善 方 策」　今年度も昨年同様，全国的な呼吸器科医不足の中で呼吸器科医を如何に確保するか，学会，医師会レベルから国
レベルの問題となってきているので　その打ち出される改善策に協力しながら　当科独自の方策も次年度には打
ち出していきたい。



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌156S

【社会貢献】
「到 達 目 標」　呼吸器疾患について認知度をあげること
「現 状 説 明」　日本医師会，東京都医師会，日本臨床内科医会，中野区医師会を通じて COPD認知度向上のための講演会を行っ

た。また特に中野区医師会については呼吸器胸部 X線読影会を毎年 3回開催した。日本呼吸器学会後援の呼吸
の日　市民公開講座の講演，パネルディスカッション等を開催した。

「点検・評価」　日経新聞の協力で呼吸器疾患についての記事出していただき，知名度を上げることができ，また患者教育にも役
立てることができた。

「改 善 方 策」　呼吸器疾患についての研究結果等を積極的に発信し，社会還元につなげていきたい。また疾患の患者向け資料の
作成も行っていきたい。

I.　著書
1. 呼吸器 医 学 評 論 社，SELECT  

2016
瀬戸口靖弘

2. 遺伝性間質性肺炎の診断と治療 中 外 医 学 社，Annual 
Review 2015 呼吸器

瀬戸口靖弘，永井　厚志，巽　浩一郎，桑野　和善，
高橋　和久　監修

3. 呼吸器 MEDIC MEDIA, 第 108
回医師国家試験問題解
説， 1-719, 2015

瀬戸口靖弘

4. 呼吸器 MEDIC MEDIA, クエス
チョンバンク，1-446, 
2015

瀬戸口靖弘

5. 運動負荷検査・身体活動量計測 メディカルビュー・改訂
第 2版，呼吸リハビリ
テーションの理論と技術

（監：中山　秀章，本間　生夫）
（編：田中　一正，柿崎　藤泰）

6. 中枢性睡眠時無呼吸症候群 ライフサイエンス・改訂
版　臨床睡眠検査マニア
ル

中山　秀章，日本睡眠学会

II.　学術論文
A1. Survey to determine the effi  cacy and 

safety of guideline-based pharmacologi-
cal therapy for chronic obstructive pulmo-
nary disease patients not previously 
receiving maintenance treatment

Expert Opin Pharmacother
（IF=3.534）

Setoguchi Y,  Izumi S,  Nakamura H,  Hanada S,  Marumo 
K,  Kurosaki A,  Akata S

2. A multi-institutional study of clinicopath-
ological features and molecular epidemi-
ology of epidermal growth factor receptor 
mutations in lung cancer patients living 
with human immunodeficiency virus 
infection

J Cancer Res Clin Oncol  
1 4 1：1 6 6 9-1 6 7 8, 2 0 1 5
（IF=3.081）

Okuma Y,  Tanuma J,  Kamiryo H,  Kojima Y,  Yotsumoto 
M,  Ajisawa A,  Uehira T,  Nagai H,  Takeda Y,  Setoguchi 
Y,  Okada S

3. Synoviolin inhibitor LS-102 reduces 
endoplasmic reticulum stress-induced col-
lagen synthesis in an in vitro model of 
stress-related interstitial pneumonia

Inter J Mol Med 35：110-

116, 2015（IF=2.088）
Nakajima F,  Aratani S,  Fujita H,  Yagishita N,  Ichinose 
S,  Makita K,  Setoguchi Y,  Nakajima T

4. Involvement in Multiple System Atrophy Dysphagia 30：669-673，
2015（IF=1.754）

Taniguchi H,  Nakayama H,  Hori K,  Nishizawa M,  
Inoue M,  Shimohata T

5. Superiority of respiratory failure risk 
index in prediction of postoperative pul-
monary complications after digestive sur-
gery in Japanese patients

Respir Investig 53：104-

110, 2015
Hokari S,  Ohshima Y,  Nakayama H,  Suzuki R,  Kaji-
wara T,  Koya T,  Kagamu H,  Takada T,  Suzuki E,  Narita 
I
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6. 慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の薬
物使用実態と自覚症状の日内変動に
関するインターネット調査

アレルギー・免疫 22：
122-132, 2015

瀬戸口靖弘

III.　学術刊行物
A1. 睡眠呼吸障害の病態解析とそれに基
づく個別化医療の可能性

日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会誌 25：
164-167, 2015

中山　秀章

2. 地震・津波　災害時の在宅呼吸療法 呼吸器内科 28：221-227, 
2015

中山　秀章

3.【ココがわかればピンとひらめく !新
人ナース必携の呼吸器解剖生理ノー
ト】（Theme 2）身体所見と胸部 X線
の把握に直結する解剖生理　肺

呼吸器ケア 13：308-313, 
2015

中山　秀章

4.【ココがわかればピンとひらめく !新
人ナース必携の呼吸器解剖生理ノー
ト】（Theme 1）人工呼吸中の気道管理
に直結する解剖生理　気管と気管支

呼吸器ケア 13：302-307, 
2015

岩田　夕紀，中山　秀章

5. SP-C遺伝子変異間質性肺炎の分子標
的治療の検討

厚生労働省難治性疾患克
服事業　「肺胞蛋白症，
先天性間質性肺疾患，オ
スラー病」に関する調査
研究　平成 27年度　総
括・研究報告書 28-29

瀬戸口靖弘

6. 遺伝性間質性肺疾患の指定難病へ向
けての新規枠組みの提案

厚生労働省難治性疾患克
服事業　「肺胞蛋白症，
先天性間質性肺疾患，オ
スラー病」に関する調査
研究　平成 27年度　総
括・研究報告書　30-31

瀬戸口靖弘

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Combination Therapy with Inhaled 

Tiotropium Bromide and Indacaterol 
improved peripheral airway function in 
patients with COPD

ATS（2015.5） Setoguchi Y

2. Sleep-disordered breathing in multiple 
system atrophy（Invited lecture）

Taiwan Society of Pulmo-
nary and Critical Care 
Medicine（2015.12.13）
Kaohsiung, Taiwan

Nakayama H

B1. Are respiratory events and/or arousals 
during each sleep stage diff erent by upper 
airway collapsibility?

25th international congress 
of European Respiratory 
S o c i e t y（2 0 1 5 . 9 . 2 8）
Amsterdam, Netherlands

Nakayama H, Nakayama H, Kobayashi M, Yanagihara M, 
Tsuiki S,  Kasagi Y,  Setoguchi Y,  Inoue Y

2. Association between ventilator-induced 
lung injury and aquaporin channels

8th ACEM（2015.11.7）
Tapwan Taipei

Ishi-I Y,  Shiro Mishima S,  Setoguchi Y,  Yukioka T

3. Relationship between sleep apnea syn-
drome and impairment of pulmonary 
function in chronic respiratory diseases

APSR 2015（2015.12.4） 
Kuala Lumpur

Kasagi S,  Kasagi S,  Narui K,  Kawagoe J,  Fujiwara A, 
Sugiyama S,  Yamakoshi S,  Togashi Y,  Nakayama H,  
Setoguchi Y
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国内学会
A1. 慢性呼吸器疾患と呼吸器感染症 第 16 回　福井感染症

フォーラム（2015.1.16）
瀬戸口靖弘

2. なぜ COPD治療は必要か
－COPD治療 Update－

日本医師会生涯教育講座　
島根県医師会（2015.2.21）

瀬戸口靖弘

3. 呼吸器治療の最近の話題 中野医師会レ線読影会 
（2015.4.10）

瀬戸口靖弘

4. 禁煙指導の課題と要領 禁煙治療スキルアップセ
ミ ナ ー 2015 in 新 宿
（2015.6.25）

瀬戸口靖弘

5. 遺伝性間質性肺炎の疫学 AMED「肺胞蛋白症・遺
伝性間質性肺疾患に関す
る研究」（2015.7.3）

瀬戸口靖弘

6. Asthma-COPD overlap syndrome
（ACOS）

日本検診学会 2015年度
夏期セミナー第 15回肺
気腫セミナー（2015.7.25）

瀬戸口靖弘

7. Asthma-COPD overlap syndrome
（ACOS）

中野医師会レ線読影会 
（2015.10.9）

瀬戸口靖弘

8. COPDと睡眠呼吸障害について～睡眠
による呼吸器系への影響～

Scientifi c Exchange Meet-
ing（2015.10.9）

笠木　　聡

9. LAMA/LABA配合剤登場によるCOPD
治療の展望

第 3回町田市 COPDネッ
トワーク（2015.11.10）

瀬戸口靖弘

10. HIV感染者に合併した肺がんの多施設
調査

日本肺癌学会総会 大熊　裕介，味澤　　篤，田沼　順子，竹田雄一郎，
大寺　　博，上平　朝子，小島　勇貴，永井　宏和，
四本美保子，瀬戸口靖弘，岡田　誠治

11. ACOS治療におけるチオトロピウムの
使用について

Shinjuku Respira tory 
Forum（2015.12.15）

笠木　　聡

B1. 真武湯による新薬性肺炎の一例 第 213回 日本呼吸器学
会関東地方会（2015.2.14）

森　　美穂，山越　志保，杉山　伸也，藤原　赤人，
冨樫　佑基，宮地　敦子，笠木　　聡，中山　秀章，
瀬戸口靖弘

2. 肺動静脈瘻の臨床的検討 第 55回日本呼吸器学会 山越　志保，藤原　赤人，杉山　伸也，冨樫　佑基，
笠木　　聡，中山　秀章，瀬戸口靖弘

3. 体重変化を伴わない患者における閉
塞性睡眠時無呼吸症候群の増悪因子

第 55回日本呼吸器学会 柳原万里子，中山　秀章，伊藤　永喜，井上　雄一，
瀬戸口靖弘

4. 睡眠ステージは呼吸イベントにおけ
る覚醒の起こしやすさに影響するか ?

第 55回日本呼吸器学会 中山　秀章，柳原万里子，藤原　赤人，杉山　伸也，
山越　志保，冨樫　佑基，笠木　　聡，井上　雄一，
瀬戸口靖弘

5. Impulse Oscillation system（IOS）を用
い た COPD に 対 す る Tiotropium と
Indacaterolのコンビネーション治療効
果の検討

第 55回日本呼吸器学会 瀬戸口靖弘，河越淳一郎，山越　志保，笠木　　聡，
中山　秀章

6. HIV感染者に合併した肺がんの多施設
調査

第 55回日本呼吸器学会 大熊　裕介，味澤　　篤，田沼　順子，竹田雄一郎，
大寺　　博，上平　朝子，小島　勇貴，永井　宏和，
四本美保子，瀬戸口靖弘，岡田　誠治

7. 両側肺に限局する多発結節影を呈し
たびまん性大細胞型 B細胞リンパ腫
の 1例

第 214回 日本呼吸器学
会関東地方会（2015.5.23） 
秋葉原コンベンション

前田　朋子，冨樫　佑基，藤原　赤人，杉山　伸也，
山越　志保，柳原万里子，宮地　敦子，笠木　　聡，
中山　秀章，瀬戸口靖弘

8. 喀血を主訴に発症した抗 ARS抗体陽
性間質性肺炎の一例

第 215回 日本呼吸器学
会関東地方会（2015.7.11） 
秋葉原コンベンション

河越淳一郎，藤原　赤人，杉山　伸也，山越　志保，
冨樫　佑基，宮地　敦子，笠木　　聡，中山　秀章，
瀬戸口靖弘

9. AFP（α-fetoprptein）異常高値を認め
た肺腫瘍の 1例

第 154回日本呼吸器内視
鏡学会関東支部会

河越淳一郎，山越　志保，笠木　　聡，瀬戸口靖弘
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10. 8年に渡る経過を追跡した肺ランゲル
ハンス組織球症の 1例

第 217回 日本呼吸器学会
関東地方会（2015.11.21）ア
ステラス製薬

杉山　伸也，河越淳一郎，藤原　赤人，山越　志保，
冨樫　佑基，笠木　　聡，中山　秀章，瀬戸口靖弘

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. COPD患者治療における吸入薬使用の
問題点

CareNetオンラインセミ
ナー（2015.2.17）

瀬戸口靖弘

2. COPD患者治療における吸入薬使用の
問題点

CareNetオンラインセミ
ナー（2015.7.28）

瀬戸口靖弘

3. ぜんそく 新宿区民健康講演会
（2015.10.22）

瀬戸口靖弘

4. 室温，湿度，インフルエンザを防ぐに
は

日経新聞（2015.11.14） 瀬戸口靖弘

5. LABA/LAMA合剤を使用すべき患者
像

m3.com（2015.11.27） 瀬戸口靖弘

循環器内科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　卒前の学部教育から卒後の臨床研修までの教育過程を視野に入れ，医学知識・技術の伝授ではなく，患者に寄り

添える医師の育成を目標として，判断力を身につけ，病める人の痛みを共感できる医師を育成する。充実したク
リニカルクラークシップ（CC）を実施する。CCでは知識や技術の伝授でなく，医療の在り方，プロフェッショ
ナリズムなどについてスモールグループディスカッションを行い，考える機会を積極的にもたせる。e-learning，
e-ポートフォリオを積極的に活用する。

「現 状 説 明」　講義数も多く，5年生の BSL，6年生の CCを施行している。近森教授はカリキュラム改革の臨床部門の責任者
として CC の導入に大きな貢献をしている。山科教授は医学教育推進センター副センター長，教育委員として本
学の医学教育に貢献し，active learning委員長として TBLの講習会やレノンシステムの講習会を開催し，FDに
勤めている。講義および BSLのプレおよびポストテストを導入し，教材の完全電子化を実施している。内科学
会が進めている JMECC（内科救急・ICLS講習会）も循環器内科武井康悦助教が中心となって開催している。

「点検・評価」　学生は筆記試験，OSCE，Advanced OSCE，e-ポートフォリオ，口頭試問などにより学生の成果を評価している。
教育的業績も医局年報，ホームページにて公開している。

「改 善 方 策」　短期間での教育成果を高めるための教員指導能力向上にむけた講座内での FDを行う。毎朝（7：45-8：30）の定
例症例検討会および週 1回の医局連絡会の中で，適宜，教育に関する情報共有を行っている。

「目標・改善方策の達成度」　プレテスト・ポストテストについては 100%達成できた。2年生の “プロフェッショナリズムを学
ぶにおいては，e-ポートフォリオでの全員の振り返りに対して主任教授が全員に対してフィードバックを行い，
それなりのインパクトを与えることができた。5年生 BSLにおいては学生全員に日々の BSLでの振り返りを e-
ポートフォリオ上で行わせ，主任教授は全てに対して，また複数の教員によるフィードバックを行い，5年生
BSLの実習の質，とくに患者との接し方，ふれあいについての質の向上を得ることができた。また，5年生の
BSLおよび 6年生の CC期間中の心電図判読の課題に対しても主任教授がフィードバックを繰り返して自己学習
の成果を上げている。講義においても，“TBLを 2回実施し，4年生の教材もすべて電子化し，e-自主自学にアッ
プした。6年生の臨床実習では CCを実行し，当初の目標に対して 90%以上達成できた。

【研究】
「到 達 目 標」　臨床研究（病棟や検査室での研究），大規模臨床疫学研究（全国レベル）を行い，社会に新たな情報を継続的に

発信する。全国レベルの介入試験，レジストリー研究にも積極的に参加し，情報提供に協力する。2015年 4月
に寄附講座 “先進的心不全治療講座”をスタートし，研究活動を開始した。

「現 状 説 明」　国外にも 1名を留学させており，最新の研究を実行する様に進めている。学会発表だけでなく，世界に通ずる原
著論文を発表している。公的研究費（公益信託日本動脈硬化予防基金；代表研究者山科章；FMD-J；年額約
7500万円× 4年；2015年が最終年）多施設臨床研究を実行している。その他，多くの全国規模の臨床研究に協
力している。各研究グループとも積極的に研究活動を行い，情報発信している。

「点検・評価」　原著論文，学会発表数などの業績数を継続的に年報として公表している。
「改 善 方 策」　講座外，学内外と協力し，横断的研究を発展させる。
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「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 70%以上を達成することができた。医局として多くの多施設共同研究に参加して，エ
ビデンスの構築にかかわると同時に個々の研究グループでの研究成果を情報発信した。FMD-J研究も予定通り
の進捗をした。

【診療】
「到 達 目 標」　循環器疾患患者に対して一次予防から救急・集中治療さらに二次予防まで ICに基づいた標準的な医療を実践す

る。2016年度も 2015年以上の外来・入院患者数を目指し，検査件数，手術件数の増加を図る。外科とのハートチー
ム医療体制をさらに強化し，さらなる患者中心の医療を展開する。2015年に立ち上げた寄附講座 “先進的心不全
治療講座”をさらに開始する。

「現 状 説 明」　予防から救急医療，再発防止まで，幅広い範囲でハイレベルな循環器診療を行っている。CCUは 24時間体制で
循環器救急患者を広く受け入れており，2014年度も多くの患者を受け入れた。不整脈疾患，冠動脈疾患，心不
全の入院診療については専門グループ体制を敷き，高度の医療を提供した。2015年度には慢性肺血栓塞栓性肺
高血圧症のバルーン治療を開始した。末梢動脈閉塞性動脈硬化症のカテ－テール治療もさらに発展した。2015
年度の循環器内科の診療収入は過去最高額を記録した。

「点検・評価」　診療実績について，年報およびホームページ上で継続的に公表している。
「改 善 方 策」　医療の質（quality indicator）評価を導入し，診療内容を客観的に評価する。
「目標・改善方策の達成度」　前年比でいずれの項目においても増加しており，到達目標の 80%以上を達成することができた。

新たな技術を導入し，医療の質を向上させることができた。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　学内外における教育・研究・診療のレベルを保ち，さらに，学会，研究会，セミナー等の開催により社会の医療

レベルの向上に貢献する。学会を開催し，医学の発展に努める。山科教授は多くの学会において理事長，副理事
長，理事，評議員を務め学会活動に貢献している。厚生労働省関連，東京都の公的委員を務めて行政活動に貢献
し，それを継続する。市民公開講座および市民健康教育活動も継続的に行う。

「現 状 説 明」　講座主催で数多くのセミナー，研究会，市民公開講座をしている。2015年 9月には第 63回日本心臓病学会総会
を山科教授が会長として横浜パシフィコで開催し，3,300名あまりの参加者があった。多くの新しい企画で学会
を開催し高い評価を受けた。学術集会終了後に榊原記念病院住吉徹哉副院長の笑いの医学の講演と三遊亭兼好師
匠の健康落語による市民公開講座を開き，多くの参加者があり好評だった。山科主任教授はNHKの健康番組“チョ
イス”にも出演し，健康情報を提供した。

「点検・評価」　血管機能に関する研究は，マスコミにも頻回に取り上げられ，評価されている。ホームページ，医局年報に活動
を掲載し公開している。

「改 善 方 策」　市民公開講座の発展，HPを通じてさらなる情報提供を行う。公的委員については要請がある限り，対応している。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 80%以上の成果を得た。学内外の研究会，セミナーを開催し，多くの参加者を得て社

会貢献することができた。行政，学会においても委員として貢献し，さまざまな形で社会に貢献できた。

I.　著書
1. 公益信託日本動脈硬化予防研究基金　
平成 25年度研究報告集，動脈硬化性
心血管疾患診療指標としての内皮依
存血流介在上腕動脈拡張反応検査の
確立（FMD-Jの研究）

公益信託日本動脈硬化予
防研究基金報告書，5-7, 
2015

山科　　章，冨山　博史，松本　知沙

2. ガイドラインから読み解く　高血圧
診療の Clinical Conference 17講，高血
圧合併血管障害の評価と管理－高血
圧診療指標としての脈波速度への期
待－

医薬ジャーナル社，100-

119, 2015
冨山　博史，山科　　章（編：島本　和明*）

3. 循環器臨床サピア 4 心臓リハビリテー
ション実践マニュアル　評価・指導・
患者指導，高血圧

中山書店，87-90, 2015 山科　　章，深澤　伸也（編：長山　雅俊*）

4. ガイドライン外来診療　2015，睡眠時
無呼吸症候群

日経メディカル開発，
452-455, 2015

高田　佳史（編：泉　　孝英*）

5. 不整脈診療クリニカルクエスチョン
200，心不全時の不整脈管理はどうす
る ?

診断と治療社，251-255, 
2015

五関　善成（編：平尾　見三*）
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6. 不整脈診療クリニカルクエスチョン
200，抗不整脈薬を開始したらどの程
度の間隔でフォローアップする ?

診断と治療社，255-257, 
2015

五関　善成（編：平尾　見三*）

7. FFRのすべて，陳旧性心筋梗塞におけ
る FFR

メジカルビュー社，109-

119, 2015
肥田　　敏（編：田中　信大）

8. FFRのすべて，ステント留置後の予後
予測

メジカルビュー社，141-

152, 2015
山下　　淳（編：田中　信大）

9. FFRのすべて，末梢血管 EVTにおけ
る血管内圧測定

メジカルビュー社，153-

159, 2015
村田　直隆（編：田中　信大）

10. 循環器診療の最新エビデンスを使い
こなす，感染性心内膜炎・心膜疾患・
心臓腫瘍

学研メディカル秀潤社，
102-116, 2015

武井　康悦，山科　　章（監：清水　　渉*）

11. NHK チョイス病気になったとき　
Stop!血管の老化　血管若返り教室，
進行を止める !動脈硬化

主婦の友社，45-58, 2015 （監：山科　　章，内場　　廉*）

II.　学術論文
A1. Reliability of measurement of endothelial 

function across multiple institutions and 
establishment of reference values in Japa-
nese

Atherosclerosis 242（2）：
433-442, 2015（IF=3.942）
（IF=3.942）

Tomiyama H,  Kohro T*,  Higashi Y*,  Takase B*,  Suzuki T*,  
Ishizu T*,  Ueda S*,  Yamazaki T*,  Furumoto T*,  Kario K*,  
Inoue T*,  Koba S*,  Watanabe K*,  Takemoto Y*,  Hano T*,  
Sata M*,  Ishibashi Y*,  Node K*,  Maemura K*,  Ohya Y*,  
Furukawa T*,  Ito H*,  Ikeda H*,  Yamashina A

2. Longitudinal changes in late systolic car-
diac load and serum NT-proBNP levels in 
healthy middle-aged Japanese men

Am J Hypertens 28（4）：
452-458, 2015（IF=3.182）
（IF=3.182）

Tomiyama H,  Nishikimi T,  Matsumoto C,  Kimura K,  
Odaira M,  Shiina K,  Yamashina A

3. The role of vascular biomarkers for pri-
mary and secondary prevention. A posi-
tion paper from the European Society of 
Cardiology Working Group on peripheral 
circulation：Endorsed by the Association 
for Research into Arterial Structure and 
Physiology（ARTERY）Society

Atherosclerosis 241（2）：
507-532, 2015（IF=3.942）
（IF=3.942）

Vlachopoulos C*,  Xaplanteris P*,  Aboyans V*,  Brodmann 
M*,  Cífková R*,  Cosentino F*,  De Carlo M*,  Gallino A*,  
Landmesser U*,  Laurent S*,  Lekakis J*,  Mikhailidis DP*,  
Naka KK*,  Protogerou AD*,  Rizzoni D*,  Schmidt-Truck-
säss A*,  Van Bortel L*,  Weber T*,  Yamashina A,  Zimli-
chman R*,  Boutouyrie P*,  Cockcroft J*,  O'Rourke M*,  Park 
JB*,  Schillaci G*,  Sillesen H*,  Townsend RR*

4. Evaluating central blood pressure in dialy-
sis patients. Kidney International

Kidney Int 88：193, 2015
（IF=7.683）（IF=7.683）

Jimi K*,  Tomiyama H,  Miyaoka Y*,  Watanabe K*,  Koto-
buki T*,  Kanno Y*

5. Longitudinal changes of the serum cal-
cium levels and accelerated progression of 
arterial stiff ness with age

Atherosclerosis 243（2）：
486-492, 2015（IF=3.942）
（IF=3.942）

Kimura K,  Tomiyama H,  Matsumoto C,  Odaira M,  
Shiina K,  Nagata M,  Yamashina A

6. A preliminary study on the relationships 
between diurnal melatonin secretion pro-
fi le and sleep variables in patients emer-
gently admitted to the coronary care unit

Chronobiol Int 32（6）：
875-879, 2015（IF=3.54）
（IF=3.54）

Takaesu Y,  Futenma K,  Kobayashi M,  Komada Y,  
Tanaka N,  Yamashina A,  Inoue Y

7. Eff ect of Coronary Thrombectomy in Car-
diogenic Shock Complicating ST-Seg-
ment Elevation Myocardial Infarction

Am J Cardiol 115（12）：
1 6 4 9-1 6 5 4 , 2 0 1 5
（IF=3.154）（IF=3.154）

Suzuki M*,  Sumiyoshi T*,  Miyachi H*,  Yamashita J,  
Yamasaki M*,  Miyauchi K*,  Yamamoto T*,  Nagao K*,  
Tomoike H*,  Takayama M*

8. Continuous positive airway pressure treat-
ment improves cardiovascular outcomes 
in elderly patients with cardiovascular 
disease and obstructive sleep apnea

Heart Vessels 30（1）：
61-69, 2015（IF=2.293）
（IF=2.293）

Nishihata Y,  Takata Y,  Usui Y,  Kato K,  Yamaguchi T,  
Shiina K,  Yamashina A
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9. A sudden cardiac death induced by silde-
nafi l and sexual activity in an HIV patient 
with drug interaction, cardiac early repo-
larization, and arrhythmogenic right ven-
tricular cardiomyopathy

Int J Cardiol 179：421-

423, 2015（IF=4.638）
（IF=4.638）

Kobayashi M,  Takata Y,  Goseki Y,  Mizukami H,  Hara S,  
Kuriiwa F,  Fukutake K,  Yoshida K

10. Severe obstructive sleep apnea increases 
left atrial volume independently of left 
ventricular diastolic impairment

Sleep Breath 19：1249-

1255, 2015（IF=2.332）
（IF=2.332）

Imai Y,  Tanaka N,  Usui Y,  Takahashi N,  Kurohane S,  
Takei Y,  Takata Y,  Yamashina A

11. Papaverine-induced polymorphic ventric-
ular tachycardia during coronary fl ow 
reserve study of patients with moderate 
coronary artery disease

Circ J 79（3）：530-536, 
2 0 1 5（ I F = 4 . 1 2 4）
（IF=4.124）

Nakayama M,  Tanaka N,  Sakoda K,  Hokama Y,  
Hoshino K,  Kimura Y,  Ogawa M,  Yamashita J,  Kobori 
Y,  Uchiyama T,  Aizawa Y,  Yamashina A

12. Complex relationship of body mass index 
with mortality in patients with critical 
limb ischemia undergoing endovascular 
treatment

Eur J Vasc Endovasc Surg 
49（3）：297-305, 2015
（IF=2.912）（IF=2.912）

Murata N,  Soga Y,  Iida O,  Yamauchi Y,  Hirano K,  
Kawasaki D,  Fujihara M,  Tomoi Y

13. Correlations of arterial stiff ness/central 
hemodynamics with serum cardiac tropo-
nin T and natriuretic peptide levels in a 
middle-aged male worksite cohort

J Cardiol 66（2）：135-142, 
2 0 1 5（ I F = 2 . 4 0 5）
（IF=2.405）

Kimura K,  Tomiyama H,  Matsumoto C,  Odaira M,  
Shiina K,  Nagata M,  Yamashina A

14. Diagnostic value of vasodilator-induced 
left ventricular dyssynchrony as assessed 
by phase analysis to detect multivessel 
coronary artery disease

Ann Nucl Cardiol 1：6-17, 
2015

Tanaka H,  Chikamori T,  Hida S,  Igarashi Y,  Shiba C,  
Usui Y,  Hatano T,  Yamashina A

15. Seven-year clinical outcomes of patients 
with moderate coronary artery stenosis 
after deferral of revascularization based 
on gray-zone fractional fl ow reserve

Cardiovasc Interv Ther 30
（3）：209-215, 2015

Yamashita J,  Tanaka N,  Shindo N,  Ogawa M,  Kimura Y,  
Sakoda K,  Murata N,  Hokama Y,  Hoshino K,  Ikeda S,  
Yamashina A

16. Validation of pressure gradient and 
peripheral fractional fl ow reserve mea-
sured by a pressure wire for diagnosis of 
iliofemoral artery disease with intermedi-
ate stenosis

Med Devices（Auckl）8：
467-472, 2015

Murata N,  Aihara H*,  Soga Y*,  Tomoi Y*,  Hiramori S*,  
Kobayashi Y*,  Ichihashi K*,  Tanaka N

17. テルル化亜鉛カドミウム半導体カメ
ラにおける低量投与と通常量投与の
心筋画質とカウントの比較

日本心臓核医学会誌 17
（1）：6-12, 2015

肥田　　敏，近森大志郎，田中　宏和，五十嵐祐子，
柴　　千恵，臼井　靖博，波多野嗣久，内田　健二，
髙橋　政樹，山科　　章

C1. 多発動静脈瘻に伴う高拍出性心不全
を呈した Ehlers-Danlos症候群の 1例

心臓 47（11）：1337-1342, 
2015

廣瀬　公彦 ,  田中　信大，齋藤友紀雄，小川　雅史，
小平　真理，山下　　淳，上山　直也，稲垣　夏子，
黒羽根彩子，近森大志郎，山科　　章

III.　学術刊行物
A1. 末梢動脈疾患（PAD）のリスクファク
ター

Cardio Vascular Contem-
porary 4（1）：94-97, 2015

山科　　章

2. 血管機能検査 NOW 日本医事新報 4741：
23-30, 2015

山科　　章

3. 循環器診療の臨床力を高め，問題点の
整理・解決に役立つ一冊

日本医事新報 4747：76, 
2015

山科　　章

4. 高血圧と心拍数－β遮断薬を安全に使
用するために－

Progress in Medicine 35
（4）：759-765, 2015

山科　　章

5. 腸内細菌は動脈硬化症に関連するか ? 日本内科学会雑誌 104
（1）：66-70, 2015

山科　　章
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6. 末梢動脈疾患と血管機能検査 循 環 plus 15（6）：7-9, 
2015

山科　　章

7. 心臓核医学会理事長就任にあたって 日本心臓核医学会誌 17
（1）：1, 2015

山科　　章

8. 集中治療室（ICUと CCU）における
急性腎障害（AKI）；特集にあたって

ICU と CCU39（1）：1, 
2015

山科　　章

9. 2015年問題と 2025年問題のために－
循環器疾患の予防による健康寿命の
延伸－

Therapeutic Research 36
（5）：393-396, 2015

山科　　章

10. 国際医学認証と ICT News Letter 85：2, 2015 山科　　章
11. 循環器疾患を予防して健康寿命を延
ばそう！－平均寿命と健康寿命のお
話－

季報 219：4-5, 2015 山科　　章

12. 血管機能から心臓病を考える Therapeutic Research 36
（10）：927-930, 2015

山科　　章

13. Vascular Dysfunction：A Key Player in 
Chronic Cardio-renal Syndrome

Intern Med 54（12）：1465-

1472, 2015
Tomiyama H,  Yamashina A

14. 血管機能の非侵襲的検査方法に関す
るガイドライン

循環器内科 78（3）：288-

292, 2015
冨山　博史，山科　　章

15. 高血圧治療における検査・診断の意義　
血管内皮機能

日本臨床 73（11）：1836-

1840, 2015
冨山　博史

16. 突発的な血圧上昇がみられる高血圧
症の病態と対応

日 本 医 事 新 報 4757：
62-63, 2015

冨山　博史

17. CPAP治療と降圧効果，問題点 血 圧 22（5）：384-388, 
2015

高田　佳史，山科　　章

18. 心不全に合併する睡眠呼吸障害 Medicina 52（7別）：1098-

1102, 2015
高田　佳史

19. 冠動脈疾患の発症・進展と閉塞性睡眠
時無呼吸

医学のあゆみ 254（6,7）：
485-489, 2015

高田　佳史

20. 心不全と SAS（CSASとの関連を中心
に）

呼吸器内科 28（3）：191-

197, 2015
高田　佳史

21. 肥満と睡眠時無呼吸症候群 循環器内科 77（6）：548-

553, 2015
臼井　靖博，高田　佳史

22. 3Dワークステーションを活用した心
臓領域の画像診断，治療の実際

Innervision 30（5）：95-98, 
2015

平野　雅春，小林　弘枝*，折茂　　肇*，山科　　章

23. 耐糖能異常を呈する肥満合併高血圧
症患者における ARB間の降圧効果の
比較

Therapeutic Research 36
（4）：355-368, 2015

中山　雅文，椎名　一紀，弓野　　大*，内山　隆史

24. PWV Arterial Stiffness 21：
59-62, 2015

椎名　一紀，小平　真理，松本　知沙，木村　一貴，
冨山　博史，山科　　章

25. 人工弁機能不全 月刊心エコー 16（5）：
520-527, 2015

武井　康悦，田中　信大

26. 補助循環を使用するに至った急性心
筋梗塞症例の最近の傾向

ICU と CCU 39（ 別 ）：
S79-S84, 2015

山下　　淳，高山　守正*，高木　　厚*，宮内　克己*，
山崎　正雄*，田中　博之*，吉川　雅智*，宮地　秀樹*，
鈴木　　誠*，萩田　　学*，三浦　瑞樹*，山本　　剛*，
山科　　章，長尾　　健*

27. 冠動脈病変を治療する　イメージン
グガイドインターベンションを極め
る　FFRガイド PCI

Coronary Intervention 11
（6）：103-109, 2015

山下　　淳

28. door to balloon time ハートナーシング 28
（9）：845-847, 2015

山下　　淳
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29. 急性冠症候群の合併症 ハートナーシング 28
（9）：848-850, 2015

山下　　淳

30. 特殊な急性冠症候群 ハートナーシング 28
（9）：851-854, 2015

山下　　淳

31. 閉塞性睡眠時無呼吸と中枢性睡眠時
無呼吸

循環器内科 77（2）：119-

124, 2015
山口　　済，高田　佳史

32. 心腎関連と AKI ICU と CCU 39（1）：
23-29, 2015

中野　宏己，渡辺　雅貴，山科　　章

33. 心臓専用半導体 SPECTの特徴と現状 映像情報メディカル 47
（3）：239-242, 2015

肥田　　敏，近森大志郎

34. Appropriate PCIと冠動脈イメージング Coronary Intervention 11
（6）：110-113, 2015

迫田　邦裕，田中　信大

35. 冠動脈疾患の臨床検査 糖尿病診療マスター 13
（3）：226-233, 2015

大島　一太，山科　　章

36. 3大疾患：不整脈－病態生理・検査・
治療－

循環器ナーシング5（3）：
31-48, 2015

大島　一太，山科　　章

37. 日本内科学会・日本外科学会　これか
らの学会の取り組みについて

日本内科学会雑誌 104
（1）：9-28, 2015

山科　　章，小池　和彦*，國土　典宏*

38. 抗血小板薬の使い分けと服薬指導の
ポイント

Cardiovascular Contempo-
rary 4（1） 別 冊：1-7, 
2015

明石　貴雄*，伊藤　義彰*，山科　　章

39. 心臓リハビリテーションの現場と
ハートチームビルディング

心 不 全 ON-SITE 11：
2-17, 2015

筒井　裕之*，長山　雅俊*，山科　　章，井澤　英夫*

B1. 巻頭言 日本内科学会雑誌 104
（1）：1-2, 2015

山科　　章

2. 血管のアンチエイジングで動脈硬化
をストップ！血管を守る

NHK チョイス病気に
なったとき 3：6-19, 2015

山科　　章

3. 編集後記 心臓 47（3）：2015 山科　　章
4. はじめに Therapeutic Research 36

（10）：933, 2015
山科　　章

5. 2025年問題－予防医療への転換を M e d i c a l  T r i b u n e 
2015.4.2：16, 2015

山科　　章

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Diagnostic value of left ventricular func-

tion of post-stress and at rest in the detec-
tion of multi-vessel coronary artery dis-
ease as assessed by low-dose protocol 
using cadmium-zinc-telluride camera

ACC 2015（2015.3.15）
San Diego

Hida S,  Chikamori T,  Tanaka H,  Igarashi Y,  Shiba C,  
Saitoh T,  Hirose K,  Otaki Y,  Yamashina A

2. Mid-term Outcomes of Paclitaxel-Coat-
ing Nitinol Stent Placement for Chronic 
Total Occlusion in the Femoropopliteal 
Artery

ACC 2015（2015.3.15）
San Diego

Murata M,  Soga Y*,  Tanaka N,  Iida O*

3. Impact of optimal medical therapy on 
arterial stiff ness in patients with coronary 
artery disease：pulse wave velocity long 
follow up study

The 7th annual Meeting of 
the Pulse of asia 2015
（2015.5.23）Shanghai

Shiina K,  Kimura K,  Matsumoto C,  Odaira M,  Tomi-
yama H,  Yamashina A

4. Blanced optimal medical therapy is essen-
tial in management of patients with coro-
nary artery disease：pulse wave velocity 
long-term follow up study

25th European Meeting on 
Hypertension and Cardio-
v a s c u l a r  P r o t e c t i o n
（2015.6.13）Milano

Shiina K,  Tomiyama H,  Matsumoto C,  Odaira M,  
Kimura K,  Yamashina A
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5. Clinical Characteristics of simple parame-
ters related to arterial stiff ness

25th European Meeting on 
Hypertension and Cardio-
v a s c u l a r  P r o t e c t i o n
（2015.6.13）Milano

Odaira M,  Tomiyama H,  Kimura K,  Matsumoto C,  
Shiina K,  Yamashina A

6. The related progression of arterial stiff -
ness and calcium metabolism

25th European Meeting on 
Hypertension and Cardio-
v a s c u l a r  P r o t e c t i o n
（2015.6.13）Milano

Kimura K,  Tomiyama H,  Matsumoto C,  Odaira M,  
Shiina K,  Yamashina A

7. Inverse relationship of daytime sleepiness 
to arterial stiffness in patients with 
pbstructive sleep apnoea

25th European Meeting on 
Hypertension and Cardio-
v a s c u l a r  P r o t e c t i o n
（2015.6.15）Milano

Shiina K,  Tomiyama H,  Takata Y,  Odaira M,  Matsumoto 
C,  Kimura K,  Yamaguchi T,  Usui Y,  Yamashina A

8. Interrelationships between the develop-
ment of hypertension and longitudinal 
changes of arterial stiff ness/renal function, 
and proper body weight maintenance

25th European Meeting on 
Hypertension and Cardio-
v a s c u l a r  P r o t e c t i o n
（2015.6.15）Milano

Matsumoto C,  Tomiyama H,  Kimura K,  Odaira M,  
Shiina K,  Yamashina A

9. Examination about the infl uence that dif-
ference in the sensing fi lter properties 
gives to the record of the intracardiac 
wave pattem

EHRA EUROPACE-CAR-
D I O S T I M  2 0 1 5 2 0 1 5
（2015.6.23）Milano

Goseki Y,  Yazaki Y,  Saito Y,  Takarada K,  Yamashina A

10. Diff ering eff ects of gender and obesity on 
nocturnal fl uid displacement in patients 
with obstructive sleep apnoea

ESC Congress（2015.8.29）
London

Takata Y,  Yamaguchi T,  Kobayashi M,  Watanabe M,  
Shiina K,  Usui Y,  Yamashina A

11. Diagnostic Performance of the Cadmium-

Zinc-Telluride SPECT System with Low-

dose Technetium-99m as Assessed by 
Fractional Flow Reserve

ESC Congress（2015.8.29）
London

Hida S,  Chikamori T,  Tanaka T,  Igarashi Y,  Shiba C,  
Yamashita J,  Otaki Y,  Saitoh T,  Hirose K,  Yamashina A

12. The eff ects of one-night continuous posi-
tive airway pressure use for patients with 
obstructive sleep apnoea on the whole 
body fl uid redistribution

ESC Congress（2015.8.29）
London

Yamaguchi T,  Takata Y,  Asanuma R,  Shiina K,  Usui Y,  
Yamashina A

13. Diagnostic Performance of a Ultrafast 
Gamma Camera System as Studied by a 
Multi-center Registry

ESC Congress（2015.8.29）
London

Goto K*,  Chikamori T,  Hida S,  Miyagawa M*,  Ishimura 
H*,  Uchida K*,  Fukuyama T*,  Mochizuki T*,  Yamashina A

14. Combination of optimal medical therapy 
is essential in management of patients 
with coronary artery disease：pulse wave 
velocity long-term follow up study

ESC Congress（2015.8.30）
London

Shiina K,  Tomiyama H,  Matsumoto C,  Odaira M,  
Kimura K,  Yamashina A

国内学会
A1. 睡眠時無呼吸のトータルマネージメ
ント

蕨戸田市医師会学術講演
会（2015.1.9）川口

椎名　一紀

2. 抗凝固療法の新たな展開 NVA～FVTE 大崎地区学術講演会
（2015.1.30）大崎

山科　　章

3. これからの心房細動治療 Young Cardiologist Talks
（2015.2.5）東京

矢崎　義直

4. 睡眠呼吸障害の管理を心不全の予防，
治療に活かす

新居浜循環器 SDB（睡
眠呼吸障害）講演会
（2015.2.6）新居浜

高田　佳史

5. プロフェッショナリズムの視点から
集中治療のこれからを考える

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9）
東京

山科　　章
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6. 急性心筋梗塞治療における補助循環
の現状と今後の課題 －東京都 CCU
ネットワークデータベースから－

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9）
東京

山下　　淳，高山　守正*，高木　　厚*，宮内　克己*，
山崎　正雄*，田中　博之*，吉川　雅智*，宮地　秀樹*，
山科　　章，長尾　　健*

7. たこつぼ型心筋症との鑑別に苦慮し
た急性心筋梗塞の一例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9）
東京

熊井　優人*，小林　　裕，岩崎　陽一，角田　泰彦，
高橋　聡介，大島　一太，喜納　峰子，高沢　謙二，
寺岡　邦彦，山科　　章

8. 心機能障害 平成 26年度身体障碍者
福祉法第 15条指定医講
習会（2015.2.14）東京

五関　善成

9. 機能的評価をよく知って日常臨床に
活かそう

第 10 回 Gunma Cardio-
vascular Catheter Thera-
peutics and Trialist Group
（2015.2.14）前橋

山下　　淳

10. 明日から変わる心不全治療－後負荷
の重要性－

沖縄心不全セミナー
（2015.2.19）沖縄

渡辺　雅貴

11. 新規経口抗凝固薬（NOAC）使用の理
想と現実

平成 26年度第 4回城北
支部勉強会（2015.2.26）
東京

五関　善成

12. 四肢血管脈波検査による心血管疾患
管理

第 9回宮崎血管治療懇談
会（2015.2.27）宮崎

山科　　章

13. 血管機能からみた心血管疾患診療 第 30回北陸心血管代謝
研究会（2015.2.28）金沢

山科　　章

14. 2015年問題と 2025年問題のために－
循環器疾患の予防による健康寿命の
延伸－

第 18回日本心臓財団メ
ディアワークショップ
（2015.3.17）東京

山科　　章

15. 睡眠時無呼吸症候群のトータルマ
ネージメント

第 4回旭川内科医会学術
講演会（2015.4.3）旭川

椎名　一紀

16. 上腕－足首間脈波速度を日常診療に
活かす

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.24）大
阪

冨山　博史

17. Obstructive sleep apnea－a residual risk 
for left ventricular remodeling among 
well-Controlled hypertensive patients

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.25）大
阪

Yamaguchi T,  Takata Y,  Tomiyama H,  Shiina K,  Usui Y,  
Yamashina A

18. CPAP・Bi-level PAP・ASVの病態の違
いによる使い分け

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

臼井　靖博

19. The study to evaluate the eff ects of DPP-4 
inhibitor on atherosclerosis in patients 
with diabetes mellitus：PROLOGUE 
Study

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Node K*,  Oyama J*,  Ishizu T*,  Nanasato M*,  Kodama K*,  
Bandoh Y*,  Kamiya H*,  Kitagawa K*,  Ueda S*,  Tomiyama 
H,  Sata M*,  Maemura K*,  Matsuhisa M*,  Inoue T*,  Higashi 
Y*,  Yamada H*,  Ishihara M*,  Yamashina A,  Kashihara N*,  
Sato Y*,  Murohara T*

20. PAD患者のスクリーニング（ABI測
定の適応患者）

今後の PAD治療を考え
る（2015.5.8）東京

山科　　章

21. 脳卒中医が知っておくべき血管評価
法

第 56回日本神経学会学
術大会（2015.5.22）新潟

山科　　章

22. 心房細動治療における抗凝固療法と
薬剤選択

朝霞地区抗凝固薬フォー
ラム（2015.5.27）新座

五関　善成

23. 抗凝固薬の特徴と位置付け－それぞ
れの立場から－

朝霞地区抗凝固薬フォー
ラム（2015.5.27）新座

五関　善成

24. 血管機能と心臓リハビリテーション 第 10回宮崎心臓リハビ
リテーションセミナー
（2015.6.3）宮崎

山科　　章
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25. 臨床における DAPTの実際 New Horizon in Catheter 
Intervention（2015.6.11）
東京

山下　　淳

26. Steno-Stiffi  ness Markerの概念と Form 
ABI/PWVを用いた動脈硬化疾患診療
フローチャート

第 15回臨床血圧脈波研
究会（2015.6.20）大阪

山科　　章

27. baPWVメタ解析　baPWVワーキング
G

第 15回臨床血圧脈波研
究会（2015.6.20）大阪

冨山　博史

28. 心拍数からみた循環器疾患－β遮断薬
の役割－

平成 27年度日本心不全
学会チーム医療推進委員
会 教 育 セ ミ ナ ー
（2015.6.21）高知

山科　　章

29. 今後の循環器疾患にどう立ち向かっ
ていくのか

第 4 回 Tokyo Aztrium 
Cardiology Conference
（2015.6.22）東京

安達　太郎*，椎名　一紀，葛西　隆敏*，蔡　　　榮*，
水野　　篤*，富田　康弘*，川田　貴之*

30. 心不全の予防・治療につながる睡眠呼
吸障害の管理

第 9回埼玉循環器 SDB
研究会（2015.6.25）さい
たま

高田　佳史

31. 閉塞性睡眠時無呼吸と高血圧 日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
宇都宮

椎名　一紀，山口　　済，臼井　靖博，高田　佳史，
冨山　博史，山科　　章

32. 血管機能と心血管病－FMDを中心
に－

第 3回神奈川県大学合同
心 臓 病 セ ミ ナ ー
（2015.7.4）横浜

山科　　章

33. 生活習慣病に関わる疾患－睡眠時無
呼吸症候群の包括的管理－

第 7 回 M&A 研 究 会
（2015.7.7）川口

椎名　一紀

34. 保険診療における血管内皮機能検査
のこれから

第 47回日本動脈硬化学
会年次学術集会　第 14
回診断技術向上セミナー
（2015.7.9）仙台

山科　　章

35. FMD検査に望まれること 第 47回日本動脈硬化学
会年次学術集会　第 14
回診断技術向上セミナー
（2015.7.9）仙台

冨山　博史

36. 明日へのシンポジウム　非侵襲検査
をどうガイドラインに反映させるか

第 47回日本動脈硬化学
会年次学術集会　第 14
回診断技術向上セミナー
（2015.7.9）仙台

冨山　博史

37. 保険診療における血管内皮機能検査
のこれから

第 14回診断技術向上セ
ミナー（2015.7.9）東京

山科　　章

38. FMD検査に望まれること 第 14回診断技術向上セ
ミナー（2015.7.9）東京

冨山　博史

39. 上手に使おう β遮断薬 西多摩医師会学術講演会
（2015.7.23）東京

山科　　章

40. Seeding trial：それは販促 ?それとも反
則 ?

J-CLEAR夏季セミナー
（2015.7.25）東京

桑島　　巌

41. 睡眠呼吸障害と生活習慣病 睡眠呼吸障害と生活習慣
（2015.7.29）鹿児島

高田　佳史

42. 循環器病健康診査の手技と評価（大血
管の動脈硬化）

第 28回日本循環器病予
防セミナー（2015.7.30）
横浜

山科　　章
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43. The ablation procedure and prognosis in 
the patients with electrical storm accord-
ing to the type of VT mechanism

第 30回日本不整脈学会
学術大会・第 32回日本
心電学会学術集会合同学
術大会（2015.7.31）京都

Satomi K,  Terasawa M,  Miyamoto K*,  Noda T*,  Naka-
jima I*,  Kamakura S*,  Kusano K*,  Yamashina A

44. 心不全のデバイス治療とその管理 平成 27年度日本心不全
学会チーム医療推進委員
会 教 育 セ ミ ナ ー
（2015.8.8）東京

山科　　章

45. 循環器疾患と心拍数 朝霞地区循環器勉強会
（2015.8.25）朝霞

山科　　章

46. Cardio-vascular Somatom Symposium 
2015（2015.8.29） 東 京 
Innervision（30・11 別
冊）：2, 2015

平野　雅春

47. Exceeding expected performance of 
20-64MSCT

Somatom Symposium 
2015（2015.8.29） 東 京 
Innervision（30・11 別
冊）：2, 2015

平野　雅春

48. ライフイベントとキャリア（男性医師
の立場から）

東京医科大学キャリア支
援特別講演（2015.9.5）
東京

武井　康悦

49. カテ室のトップになって思うこと－
東京医科大学病院の場合－

第 5 回 PCI Technical 
Educational Forum in Josai 
Area（2015.9.17）東京

山下　　淳

50. FMD-Jプレレジストレーション研究
から見えた血管内皮機能

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

丸橋　達也*，高瀬　凡平*，冨山　博史，山科　　章，
木原　康樹*，東　　幸仁*

51. 血管機能から心臓病を考える 第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

山科　　章

52. 追加発言 睡眠時無呼吸症候群と血圧
変動

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

椎名　一紀，冨山　博史，高田　佳史，山科　　章

53. 睡眠呼吸障害を有する循環器疾患患
者への陽圧呼吸療法 update

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

高田　佳史

54. 笑いと心臓病 第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

山科　　章

55. カルシウム代謝と脈波速度 第 38回日本高血圧学会
総会（2015.10.9）愛媛

木村　一貴，冨山　博史

56. 心房細動の最新治療－‘焼灼’から ‘冷
凍，レーザー，遠隔操作’へ－

第 30回徳島県中部循環
器勉強会（2015.10.9）吉
野川

矢崎　義直

57. 冠動脈疾患合併高血圧患者の管理に
脈波速度をどのように活かすか－脈
波速度長期フォローアップによる検
討－

第 38回日本高血圧学会
総会（2015.10.10）愛媛

椎名　一紀，冨山　博史，木村　一貴，松本　知沙，
小平　真理，山科　　章

58. 心不全を血管機能から考える 久留米・心不全マネジメ
ン ト セ ミ ナ ー
（2015.10.13）久留米

山科　　章
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59. 心血管疾患の発症・進展リスクとして
の睡眠呼吸障害

Cardiology-Nephrology 
Joint Conference 2015
（2015.10.20）東京

高田　佳史

60. 脂質異常症治療の最新動向 鹿行地区脂質カンファレ
ンス（2015.10.22）神栖

大久保信司

61. 注意を要する頻脈性不整脈 第 5回城西心臓病懇談会
（2015.10.26）東京

五関　善成

62. 心電図から診て，最適な対応を議論す
る

第 5回城西心臓病懇談会
（2015.10.26）東京

五関　善成

63. 脈管を守るための血管機能検査 第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.30）東京

山科　　章

64. 四肢血圧脈波からみる心血管疾患 第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.30）東京

山科　　章

65. 腎機能障害と血管機能障害 第 52回日本臨床生理学
会総会（2015.10.31）さ
いたま

冨山　博史，山科　　章

66. Discovery NM530cの臨床成績 第 55回日本核医学学会
学術総会（2015.11.6）東
京

肥田　　敏，近森大志郎，田中　和宏，五十嵐祐子，
柴　　千恵，齋藤　哲史，廣瀬　公彦，臼井　靖博，
波多野嗣久，山科　　章

67. 心血管疾患の発症・進展リスクとして
の睡眠呼吸障害

第 2回生活習慣病と睡眠
障害を考える研究会
（2015.11.27）山形

高田　佳史

68. 心房細動 /深部静脈血栓症の考え方と
治療

胆振西部医師会学術講演
会（2015.12.1）伊達

山科　　章

69. パネリスト Imaging and Physiology 
Summt 2015（2015.12.5）
Seoul

山下　　淳

70. 血管機能からみた心血管疾患管理 第 3回鹿児島血管機能研
究会（2015.12.14）鹿児
島

山科　　章

B1. 一般内科医のための PAD診療 up-date 第 21回糖尿病と心臓病
フォーラム（2015.1.19）
東京

村田　直隆

2. 注意すべき心電図 第 21回糖尿病と心臓病
フォーラム（2015.1.19）
東京

佐々木雄一

3. 画像診断で分かる二次性高血圧につ
いて

第 21回糖尿病と心臓病
フォーラム（2015.1.19）
東京

冨士田康宏

4. 低拍出症候群に対するトルバプタン
の有効性の検討

水 利 尿 を 考 え る 会
（2015.1.23）浦安

小林　正武

5. iFR計測の及ぼす塩酸パパベリンの効
果持続の影響

第 25回日本心血管画像
動態学会（2015.1.24）東
京

星野　虎生，田中　信大，外間　洋平，迫田　邦裕，
村田　直隆，山下　　淳，山科　　章

6. 急性冠症候群発症予測因子としての
ブドウ糖負荷冠血流予備能

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9）
東京

武井　康悦，田中　信大，高橋　のり，黒羽根彩子，
今井　靖子，山科　　章

7. 複数の重症合併症を併発した急性心
筋梗塞後に多分野のリハビリテー
ションを実施しほぼ完全回復した 1症
例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9）
東京

齋藤　　龍，山下　　淳，星野　虎生，田中　信大，
山科　　章
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8. 血清ナトリウム値および %Lympを用
いた慢性心不全患者の予後の検討－
心不全患者における予後予想因子の
検討

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9）
東京

渡邉　雅貴，橋村　一彦*，大原　貴裕*，長谷川拓也*，
神埼　秀明*，北風　正史*，山科　　章

9. 劇症型心筋症に対して早期の体外式
補助人工心臓を導入し救命し得た一
例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9）
東京

田谷　侑司，渡邉　雅貴，小林　正武，今井　靖子，
山下　　淳，田中　信大，荻野　　均，西村　　隆*，
許　　俊鋭*，山科　　章

10. トルバプタンの投与により血液透析
を回避できた重症心不全の一例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9）
東京

木村　一貴，加藤　浩太，後藤　雅之，阿部　憲弘，
小川　雅史，田辺裕二郎，田中　宏和，大久保信司

11. 周術期の心不全管理－診断から治療
まで－

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

渡邉　雅貴

12. 心筋梗塞後の難治性心室細動に併発
した急性腎障害が正常腎機能に改善
した 1例〈CHDFと IHDの有用性〉

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

小林　正武，渡邉　雅貴，田谷　侑司，朴　　有紀，
今井　靖子，星野　虎生，村田　直隆，山下　　淳，
田中　信大，山科　　章

13. 房室結節アブレーションが心不全の
コントロールに有用であった心臓再
同期療法中の 1例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

宝田　　顕，冨士田康宏，朴　　有紀，小林　正武，
今井　靖子，渡邉　雅貴，矢崎　義直，里見　和浩，
五関　善成，山科　　章

14. 心室細動を頻回に認めた 17歳女性の
冠攣縮性狭心症の 1例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

中野　宏己，寶田　　顕，矢崎　義直，五関　善成，
山科　　章

15. 難治性心室頻拍に対する心外膜アプ
ローチによるカテーテルアブレー
ション

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

寺澤　無量，里見　和浩，上原　萌子，岩崎　陽一，
渡邉　圭介，大島　一太，喜納　峰子，小林　　裕，
高澤　謙二，山科　　章

16. 胸骨圧迫の合併症と思われる心損傷
を呈した 3症例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

星野　虎生，田中　信大，山下　　淳，山科　　章，
小泉　信達，松山　克彦，西部　俊哉，杭ノ瀬昌彦，
荻野　　均

17. 日本人男性における心血管疾患に対
する中心血行動態指標と血清指標の
関連について

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

木村　一貴，冨山　博史，松本　知沙，小平　真理，
椎名　一紀，山科　　章

18. ヘパリン起因性血小板減少症の管理
中に塞栓症を起こした劇症型好酸球
性心筋症の 1例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

朴　　有紀，渡邉　雅貴，小林　正武 ,  星野　虎生，
今井　靖子，山下　　淳，田中　信大，山科　　章

19. 低拍出症候群に対するトルバプタン
の有用性

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

小林　正武，渡邉　雅貴，田谷　侑司，朴　　有紀，
今井　靖子，高田　佳史，山科　　章

20. Brugada症候群に合併した J波症候群
の一例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

岩崎　陽一，里見　和浩，上原　萌子，寺澤　無量，
高橋　聡介，大島　一太，喜納　峰子，小林　　裕，
高澤　謙二，山科　　章

21. バイスタンダー CPRが有効であった
急性心筋梗塞による心肺停止の一例

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.10）
東京

阿部　憲弘，田中　宏和，後藤　雅之，木村　一貴，
小川　雅史，加藤　浩太，田辺裕二郎，大久保豊幸，
大久保信司

22. 心エコー図を用いた血行動態の評価 第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.11）
東京

武井　康悦

23. 慢性肺血栓塞栓性肺高血圧の肺動脈
血栓内膜摘除術後，急性効果判定にお
ける心エコー図指標の有用性

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.11）
東京

今井　靖子，田中　信大，高橋　のり，黒羽根彩子，
武井　康悦，小泉　信達，松山　克彦，杭ノ瀬昌彦，
荻野　　均，山科　　章
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24. Pressure wire measurement for an inter-
mediate stenosis of superfi cial femoral 
artery in a patient with intermittent claudi-
cation

Japan Endovascular Treat-
ment Conference 2015
（2015.2.20）大阪

村田　直隆，山下　　淳，田中　信大，曽我　芳光，
飯田　　修

25. スパズム発作による心室細動から蘇
生した難治性冠攣縮性狭心症の一例

第 116回日本シネアンジ
オ研究会（2015.2.21）東
京

冨士田康宏，外間　洋平，田中　信大，嘉澤脩一郎，
荒井　悌子，星野　虎生，齋藤　哲史，村田　直隆，
小平　真理，山下　　淳，山科　　章

26. NOAC時代の Dual Therapyを考える 城西地区抗凝固療法
E x p e r t  M e e t i n g
（2015.2.23）東京

五関　善成

27. β遮断薬のクラスにより効果の差がみ
られた心室頻拍を呈する心不全症例

Cardiovascular Seminar in 
新宿（2015.2.26）東京

寶田　　顕

28. 大動脈弁狭窄症と経食道心エコー検
査

日本心臓血管麻酔学会講
習会（2015.3.14）東京

武井　康悦

29. 心不全治療の Tips & Tricks M e e t  T h e  E x p e r t !
（2015.3.19）東京

渡辺　雅貴

30. コメンテーター TEAM Live（2015.4.10）
東京

山下　　淳

31. 失神患者様の受診から植込み型心電
計植込み後までの流れ：症例提示

原因不明の失神に関する
講演会（2015.4.11）東京

五関　善成

32. 気管支喘息患者・COPDにおける長時
間作用性吸入抗コリン薬の使用経験

西多摩地区 Respiratory  
Forum（2015.4.22）東京

波多野嗣久

33. Association between long-term alcohol 
intake and arterial stiff ness in middle aged 
Japanese men

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.24）大
阪

Matsumoto C,  Kimura K,  Odaira M,  Shiina K,  Tomi-
yama H,  Yamashina A

34. The association among calcium/phosphate 
metabolism, renal dysfunction and age-
related increase in arterial stiff ness

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.24）大
阪

Kimura K,  Tomiyama H,  Matsumoto C,  Odaira M,  
Shiina K,  Yamashina A

35. The relation of late gadolinium enhance-
ment on magnetic resonance imaging with 
left ventricular mechanical dyssynchrony 
in patients with non-ischemic cardiomy-
opathy

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.24）大
阪

Igarashi1 Y,  Chikamori T,  Hida S,  Tanaka H,  Shiba C,  
Saitoh T,  Hirose K,  Ohtaki Y,  Hirano M,  Yamashina A

36. The study about the diff erence of extra 
cellular volume calculated with t1map-
ping in DCM with and without late gado-
linium enhancement

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.25）大
阪

Teraoka K,  Suzuki Y,  Komori Y*,  Terasawa M,  Uehara 
M,  Iwasaki Y,  Tsunoda Y,  Takahashi S,  Yamada J,  Aiga 
M,  Watanabe K,  Oshima K,  Kinoh M,  Kobayashi H,  
Satomi K,  Kasai T,  Takazawa K,  Yamashina A

37. Relation of periodic leg movements and 
brachial-ankle pulse wave velocity in 
patients with sleep disordered breathing 
and cardiovascular disease

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.25）大
阪

Kato K,  Takata Y,  Usui Y,  Yamaguchi T,  Shiina K,  
Tomiyama H,  Yamashina A

38. Usefulness of SPECT/CT for fusion 
image of perfusion lung scan in patients 
with pulmonary hypertension

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.25）大
阪

Otaki Y,  Chikamori T,  Suzuki K,  Hida S,  Uchida K,  
Hakamada D,  Watanabe M,  Yoshimura M,  Ogino H,  
Yamashina A

39. 新しい携帯型睡眠呼吸障害評価装置
「Watch-PAT」の使用経験－循環器領
域において有用か－

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.25）大
阪

庄司香津子，浅沼　亮子，小寺　香澄，臼井　靖博，
高田　佳史，山科　　章

40. Multi Modality Imagingを使って評価す
る

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

平野　雅春
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41. Diagnostic value of quantitative analysis 
of left ventricular function in the detection 
of multi-vessel coronary artery disease 
using low-dose protocol

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Hida S,  Chikamori T,  Igarashi Y,  Shiba C,  Tanaka H,  
Saitoh T,  Hirose K,  Otaki Y,  Usui Y,  Yamashina A

42. Diagnostic performance of the cadmium-

zinc-telluride SPECT system with low-

dose technetium-99m as assessed by frac-
tional fl ow reserve

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Hida S,  Chikamori T,  Tanaka N,  Yamashita J,  Igarashi Y,  
Shiba C,  Saitoh T,  Hirose K,  Otaki Y,  Yamashina A

43. Diff ering eff ects of gender and obesity on 
nocturnal fl uid displacement in patients 
with obstructive sleep apnea

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Kobayashi M,  Yamaguchi T,  Takata Y,  Watanabe M,  
Shiina K,  Usui Y,  Yamashina A

44. Continuous positive airway pressure ther-
apy stabilized variation of late potentials 
during sleep in patients with severe 
obstructive sleep apnea

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Yazaki Y,  Takata Y,  Takarada K,  Yamaguti T,  Shiina K,  
Usui Y,  Satomi K,  Goseki Y,  Yamashina A

45. Diagnostic performance of a ultrafast 
gamma camera system as studied by a 
multi-center registry

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Goto K*,  Chikamori T,  Hida S,  Miyagawa M*,  Ishimura 
H*,  Uchida K*,  Fukuyama T*,  Mochizuki T*,  Yamashina A

46. Frequent periodic leg movement on CPAP 
titration is independently associated with 
left ventricular hypertrophy in middle-
aged obstructive sleep apnea patients

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Usui Y,  Takata Y,  Kato K,  Yamaguchi T,  Shiina K,  
Yamashina A

47. Obesity paradox in patients with obstruc-
tive sleep apnea：pulse wave velocity 
study

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Shiina K,  Tomiyama H,  Takata Y,  Odaira M,  Matsumoto 
C,  Kimura K,  Katoh K,  Yamaguchi T,  Usui Y,  Yama-
shina A

48. Impact of optimal medical therapy on 
arterial stiff ness in patinents with coronary 
artery disease：PWV long follow up 
study

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.26）大
阪

Shiina K,  Tomiyama H,  Kimura K,  Matsumoto C,  
Odaira M,  Yamashina A

49. ADVISE Hybrid and ADVISE II Gifu Heart Center Course 
in Advanced Coronary 
Physiology（2015.5.9）岐
阜

山下　　淳

50. 急性心不全の入院時における NPPV
呼吸管理の実践

Acute Cardiopulmonary 
Care Meeting（2015.5.15）
東京

渡辺　雅貴

51. EVT ショートレクチャー K o k u r a  L i v e  2 0 1 5
（2015.5.15）北九州

村田　直隆

52. EVT コメンテーター K o k u r a  L i v e  2 0 1 5
（2015.5.15）北九州

村田　直隆

53. 出血と塞栓症を繰り返し治療に難渋
した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の急
性憎悪の 1例

東京医大循環器カンファ
レンス（2015.5.16）東京

嘉澤脩一郎，山下　　淳，冨士田康寛，廣瀬　公彦，
荒井　悌子，星野　虎生，齋藤　哲史，村田　直隆，
小平　真理，木村　　揚，田中　信大，内山　隆史，
山科　　章

54. 出血と塞栓症を繰り返し治療に難渋
した慢性決戦塞栓性肺高血圧症の急
性憎悪の 1例

第 62回東京医科大学循
環器研究会（2015.5.16）
東京

嘉澤脩一郎，山下　　淳，冨士田康宏，廣瀬　公彦，
荒井　悌子，星野　虎生，齋藤　哲史，村田　直隆，
小平　真理，木村　一貴，田中　信大，内山　隆史，
山科　　章

55. Promus PREMIER Performance Rotablator Training Course
（2015.5.17）宮崎

山下　　淳

56. Rotablatorの合併症 Rotablator Training Course
（2015.5.17）宮崎

山下　　淳
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57. 動脈スティフネスの進行とカルシウ
ム代謝の関連についての検討

第 4回臨床高血圧フォー
ラム（2015.5.24）福岡

木村　一貴，冨山　博史，松本　知沙，小平　真理，
椎名　一紀，山科　　章

58. 不整脈治療の医療連携について 城西地区心房細動医療
ネットワークセミナー
（2015.5.26）東京

矢崎　義直

59. コメンテーター ディバイス感染管理の最
新治療（2015.5.29）東京

五関　善成

60. 冠動脈有意狭窄病変が薬物療法で改
善した 1例

第 8 回 Coronary Aca-
demia（2015.6.1）東京

廣瀬　公彦

61. 高齢者の繰り返す心不全－心不全
チーム医療－

第 30 回 城 西 心 血 管
フォーラム（2015.6.5）
東京

岩崎　陽一

62. 慢性心不全（CHF）患者の運動耐容能
のついて－健常者との比較－

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

渡辺　　翼，村瀬　訓生，長田　卓也，木目良太郎，
布施沙由里，勝村　俊仁，松本　知沙，齋藤　　龍

63. チエノピリジン系薬剤の選択肢の拡
大

New Horizon in Catheter 
Intervention（2015.6.11）
東京

山下　　淳

64. 虚血の基本 日本超音波医学会講習会
（2015.6.20）東京

武井　康悦

65. ディスカッサント SANOFI ATIS Round 
T a b l e  D i s c u s s i o n
（2015.6.26）東京

山下　　淳

66. 当院における cardioREPOの使用経験 第 25回日本心臓核医学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.6.27）東京

肥田　　敏

67. コメンテーター 六本木ライブデモンスト
レーション（2015.6.27）
東京

山下　　淳

68. 私の歩んだ国立循環器病センターで
の専門修練

第 6回国立循環器病研究
センター　レジデント・
デー（2015.6.27）大阪

渡辺　雅貴

69. 閉塞性睡眠時無呼吸および陽圧呼吸
療法が全身体液分布へ与える影響

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2）
宇都宮

山口　　済，高田　佳史，浅沼　亮子，小寺　香澄，
照屋　隆子，庄司香津子，椎名　一紀，臼井　靖博，
山科　　章

70. 心血管疾患の発症・進展リスクとして
の睡眠呼吸障害

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.3）
宇都宮

高田　佳史

71. CPAPタイトレーション時に残存する
周期性四肢運動は中壮年 OSA患者の
左室肥大に関与する

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.3）
宇都宮

臼井　靖博，高田　佳史，山口　　済，椎名　一紀，
浅沼　亮子，山科　　章

72. 睡眠呼吸障害を合併した心血管疾患
患者における睡眠時周期性下肢運動
と脈波伝播速度の関係

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.3）
宇都宮

加藤　浩太，高田　佳史，臼井　靖博，山口　　済，
椎名　一紀，山科　　章

73. 新しい携帯型睡眠呼吸障害評価装置
「Watch-PAT」の使用経験－PSGの重
症度と乖離した症例の検討－

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.3）
宇都宮

浅沼　亮子，高田　佳史，照屋　隆子，小寺　香澄，
庄司香津子，山口　　済，椎名　一紀，臼井　靖博，
山科　　章

74. FFRのカットオフポイント，グレー
ゾーンにおける治療戦略及び予後

I  P O P  L i v e  2 0 1 5
（2015.7.4）和歌山

山下　　淳

75. 心室頻拍を契機に診断したアセチル
コリン負荷陽性の心サルコイドーシ
スの一例

若手医師のための循環器
内 科 セ ミ ナ ー 2015
（2015.7.4）東京

大嶋桜太郎
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76. TECOS試験：循環器からの考察 第 22回糖尿病と心臓病
フォーラム（2015.7.6）
東京

岩崎　陽一

77. 注意すべき心電図－ブルガダ症候群
にかんして－

第 22回糖尿病と心臓病
フォーラム（2015.7.6）
東京

大嶋桜太郎

78. エキスパートに聞く iFR®－もし，侵
襲的機能評価法が iFRしかなかった
ら－

Japan iFR Advocator’s 
M e e t i n g  i n  To k y o
（2015.7.9）東京

山下　　淳

79. A case of I-P AMI with C-AVB TOPIC 2015 Real World 
Video Session for AMI
（2015.7.9）東京

山下　　淳

80. 睡眠時無呼吸と血圧変動 血圧変動を考える会
2015（2015.7.13）東京

椎名　一紀

81. Epicardial ablation in patients with drug-

refractory ventricular tachycardia and 
structural heart diseases

第 30回日本不整脈学会
学術大会・第 32回日本
心電学会学術集会合同学
術大会（2015.7.30）京都

Terasawa M,  Satomi K,  Takarada K,  Yazaki Y,  Goseki Y,  
Kusano K,  Yamashina A

82. 当院における条件付きMRI対応ペー
スメーカ患者の撮影経験と課題

第 30回日本不整脈学会
学術大会・第 32回日本
心電学会学術集会合同学
術大会（2015.7.30）京都

境田　知子，五関　善成，寶田　　顕，齋藤　由佳，
矢崎　義直，尾形　申弐，山科　　章

83. Prescription trending, safety, and effi  cacy 
of new oral anticoagulants（NOACs）in 
a single facility

第 30回日本不整脈学会
学術大会・第 32回日本
心電学会学術集会合同学
術大会（2015.7.30）京都

Goseki Y,  Yazaki Y,  Takarada K,  Yamashina A

84. FFRトレーニングセンター－臨床応用
編－

第 24回日本心血管イン
ターベンション治療学会
（2015.7.30）福岡

山下　　淳

85. Mid-term Outcomes of Zilver PTX Place-
ment for Chronic Total Occlusion in the 
Femoropopliteal Artery

第 24回日本心血管イン
ターベンション治療学会
（2015.7.30）福岡

村田　直隆，曽我　芳光，飯田　　修，田中　信大

86. Utility of a Lewis lead for distingushing 
AVRT from typical AVNRT

第 30回日本不整脈学会
学術大会・第 32回日本
心電学会学術集会合同学
術大会（2015.7.31）京都

Yazaki y,  Goseki Y,  Kazawa S,  Terasawa M,  Takarada 
K,  Saito Y,  Sakaida T,  Satomi K,  Yamashina A

87. 胸水貯留により植込型ループレコー
ダの心電図記録波形が低電位を示し
た症例

第 30回日本不整脈学会
学術大会・第 32回日本
心電学会学術集会合同学
術大会（2015.7.31）京都

境田　知子，五関　善成，寶田　　顕，矢崎　義直，
尾形　申弐，山科　　章

88. How do you think about FFR and iFR val-
ues in this Case?

Deep Dive into Advanced 
Coronary  Phys io logy
（2015.8.3）東京

山下　　淳，星野　虎生，村田　直隆，池田　彩代，
迫田　邦裕，山科　　章

89. ベッドサイド　スキルアップ－明日
から変わる心不全患者のモニター

平成 27年度日本心不全
学会チーム医療推進委員
会　 教 育 セ ミ ナ ー
（2015.8.8）東京

渡辺　雅貴

90. 急性期事例検討－アンサーチェッ
カーによる双方向型セッション

平成 27年度日本心不全
学会チーム医療推進委員
会　 教 育 セ ミ ナ ー
（2015.8.9）東京

渡辺　雅貴
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91. 心臓・冠動脈カテーテル治療最前線 心 カ テ セ ミ ナ ー
（2015.8.22）東京

山下　　淳

92. 集中治療室での心エコー法による心
血行動態評価

第 24回日本集中治療学
会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

武井　康悦

93. 補助循環の現状とその臨床成績－東
京都 CCUネットワークのデータベー
スから－

第 24回日本集中治療学
会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

山下　　淳，高山　守正*，高木　　厚*，宮内　克己*，
山崎　正雄*，田中　博之*，吉川　雅智*，宮地　秀樹*，
鈴木　　誠*，荻田　　学*，三浦　瑞樹*，山本　　剛*，
山科　　章，長尾　　健*

94. 糖尿病の基本と無症候性心筋虚血に
ついて－当院症例も含めて－

西多摩生活習慣病セミ
ナー（2015.9.4）東京

波多野嗣久

95. 1：診断と治療のアルゴリズム，2：
ATISとしての抗血小板剤の役割とポ
ジショニング，3：専門医から実地医
家へのメッセージ

日本の PAD患者を守る
ために今すべきこと
（2015.9.5）東京

山科　　章，宮田　哲郎*，伊苅　裕二*

96. RCA-CTO Sapporo Live Demonstra-
t i o n  C o u r s e  2 0 1 5
（2015.9.5）札幌

田中　信大，山下　　淳

97. クライオバルーンアブレーション中
のバルーンと心陰影の関係による横
隔神経障害の予測－ベルギー留学を
終えて－

第 2 回 不 整 脈 Expert 
Meeting in 西 新 宿
（2015.9.5）東京

齋藤友紀雄

98. 当院におけるクライオバルーンの使
用経験

第 2 回 不 整 脈 Expert 
Meeting in 西 新 宿
（2015.9.5）東京

寺澤　無量，里見　和浩，田中　信大，山科　　章

99. コメンテーター CVIX-Pert Forum LIVE 
Demonstration（2015.9.11）
東京

山下　　淳

100. 末梢血管トーヌスを基にした携帯型
睡眠呼吸モニター（ウォッチパット）
と終夜睡眠ポリグラフィの比較に関
する多施設共同研究

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

葛西　隆敏*，高田　佳史，義久　精臣*，陳　　和夫*，
安藤　眞一*，川名ふさ江*，百村　伸一*

101. 特別企画 7本音でツイート今若手循環
器医師が考えていること悩んでいる
こと

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

武井　康悦

102. わが国の循環器疾患の特徴とガイド
ライン解説　医薬情報担当者（MR）
向けプレゼンテーションのノウハウ：
TBA

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

渡辺　雅貴

103. CPAPにより改善した睡眠中の徐脈性
不整脈 －睡眠検査を担当する臨床検
査技師の経験から－

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

浅沼　亮子，高田　佳史，山口　　済，椎名　一紀，
臼井　靖博，山科　　章

104. ワルファリン抵抗性の心房細動症例
に対し新規抗凝固薬を使用し，心原性
塞栓症をおこした 2症例

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

大嶋桜太郎章，矢崎　義直，小林　紘生，斎藤友紀雄，
渡邉　雅貴，里見　和浩，高田　佳史，五関　善成，
山科　　章

105. 劇症型心筋炎に対して早期の体外補
助人工心臓を導入し救命し得た一例

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

田谷　侑司，渡邉　雅貴，小林　正武，今井　靖子，
山下　　淳，田中　信大，西村　　隆*，許　　俊鋭*，
山科　　章

106. 心不全を繰り返し，心サルコイドーシ
ス症の至適ステロイド治療開始時期
に苦慮した 1症例

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

笠原　智大，齋藤　哲史，岩崎　陽一，渡邉　雅貴，
山科　　章
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107. 腎機能障害なく社会復帰を果たした
難治性心室細動の一例

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

宮下　竜伊，渡邉　雅貴，岩崎　陽一，小林　正武，
山科　　章

108. 集学的治療が奏効した低拍出量症候
群を伴った重症心不全の一例

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

小林　正武，渡邉　雅貴，田谷　侑司，岩崎　陽一，
今井　靖子，山科　　章

109. PCI中に生じた治療抵抗性冠れん縮に
対して Fasudilの投与が有効であった
一例

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

河内　　文，山下　　淳，小平　真理，迫田　邦弘，
村田　直隆，荒井　悌子，廣瀬　公彦，齋藤　哲史，
星野　虎生，外間　洋平，朴　　有紀，嘉沢脩一郎，
冨士田康弘，田中　信大，山科　　章

110. 血流依存性上腕動脈拡張反応（FMD）
と Endo-PATの経年変化の関連

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

斎須　智子，冨山　博史，松本　知沙，浅沼　亮子，
小平　真理，椎名　一紀，山科　　章

111. 持続陽圧換気（CPAP）療法が高血圧
患者の左室肥大に与える影響

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

山口　　済，高田　佳史，臼井　靖博，浅沼　亮子，
庄司香津子，椎名　一紀，冨山　博史，山科　　章

112. 左前下行枝の中等度病変に対する
Fractional Flow Reserve（FFR）測定時
のゆらぎへのカフェインの影響の検
討

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

中山　雅文，内山　隆史，渡邉　暁史*，山科　　章，
相澤　義房*

113. 計測中に生じたプライムワイヤー
（VOLCANO VERRATA®）の圧ドリフ
トが iFRと FFRの相関性に及ぼす影
響

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

外間　洋平，山下　　淳，田中　信大，山科　　章，
松尾　仁司*，蔵光　照一*，横井　宏佳*

114. 当院における植込み型ループレコー
ダーの使用経験

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

小林　紘生，五関　善成，寳田　　顕，渡邉　雅貴，
矢崎　義直，里見　和浩，山科　　章

115. 急性心不全の治療：強心薬は必要か ? 
Pros　急性心不全治療に強心剤は必要
である

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

小林　正武

116. 冠動脈疾患合併高血圧患者における
包括的な至適薬物療法の有効性－脈
波速度長期フォローアップによる検
討－

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

椎名　一紀，冨山　博史，山科　　章

117. 重症心不全 2症例での Smart MIBGと
SHFMを用いた予後予想効果の検討

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

齋藤　哲史，渡邉　雅貴，近森大志郎，肥田　　敏，
五十嵐祐子，柴　　千恵，大滝　裕香，廣瀬　公彦，
岩崎　陽一，山科　　章

118. 急性増悪した慢性血栓塞栓性肺高血
圧症の治療中に出血と塞栓症を繰り
返し治療に難渋した 1例

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

嘉澤脩一郎，山下　　淳，冨士田康宏，廣瀬　公彦，
荒井　悌子，星野　虎生，斎藤　哲史，村田　直隆，
小平　真理，木村　　揚，田中　信大，内山　隆史，
山科　　章

119. 年齢に関連した動脈スティフネスの
進展とカルシウム代謝の関連につい
て

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

木村　一貴，冨山　博史，松本　知沙，小平　真理，
椎名　一紀，山科　　章

120. 心不全における NT-ProBNP超高値症
例の臨床的意義についての検討

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

中野　宏己，相澤　義房*，藤井　昌玄，布施　公一*，
池田　佳生*，北沢　　仁*，佐藤　政仁*，岡部　正明*，
山科　　章

121. 4つのソフトウェアによる左室収縮協
調不全の比較

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

柴　　千恵，近森大志郎，肥田　　敏，五十嵐祐子，
大滝　裕香，斎藤　哲史，廣瀬　公彦，臼井　靖博，
波多野嗣久，山科　　章
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122. 腸骨・浅大腿動脈中等度狭窄の機能的
評価における末梢血流予備量比の有
用性

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

村田　直隆，田中　信大，山下　　淳，迫田　邦裕，
星野　虎生，外間　洋平，山科　　章

123. 低拍出症候群で PDE-III阻害薬を併用
し β遮断薬導入が行えた一例

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

岩崎　陽一，渡邉　雅貴，斎藤　哲史，山科　　章

124. 負荷心筋血流 SPECTにおける中強度
運動併用ドブタミン負荷法の有用性

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

笠井　督雄，相賀　　護，岩崎　陽一，大島　一太，
田中　信大，山科　　章

125. 心房細動合併心不全症例に対する抗
凝固療法

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

渡辺　雅貴

126. 訪問診療チームおよび多職種協同作
業による心不全治療の新たな展開

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

渡辺　雅貴

127. チームで心不全治療を進める 第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

渡辺　雅貴

128. チームで心臓リハビリテーションに
取り組む

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

渡辺　雅貴

129. 診断精度を向上させる負荷の選択と
心筋血流予備量比測定による balanced 
ischemiaの拾い上げ

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

笠井　督雄，山科　　章

130. 心筋 T1 mappingを用いた Extracellular 
volume計測の精度向上の試み

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

鈴木　儀典，寺岡　邦彦，小森　芳秋*，鈴木　昭光，
山科　　章

131. チョコレートと心血管疾患　－日本
からのエビデンス－

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

椎名　一紀

132. 当センターにおけるクライオバルー
ンの使用経験

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

寺澤　無量，里見　和浩，冨士田康弘，佐々木雄一，
角田　泰彦，今井　靖子，高橋　聡介，山田　治広，
相賀　　護，渡邉　圭介，大島　一太，喜納　峰子，
小林　　裕，笠井　督雄，田中　信大，山科　　章

133. 負荷心筋シンチの基本と臨床での応
用について－実際の読影も含めて－

心 臓 核 医 学 講 演 会
（2015.9.25）東京

波多野嗣久

134. 医原性肺動脈損傷に対して放射線科
とコラボレーションして良好に治療
しえた一例

第 一 回 JOINT Meeting
（2015.9.28）東京

山下　　淳

135. 当院での NOAC使用状況について－
ダビガトランと APTTの関係も含め
て－

Anticoagulation Forum
（2015.10.2）東京

波多野嗣久

136. 肺動脈に挿入された胸腔ドレーン抜
去に際しバルーン閉塞下コイル塞栓
術が奏功した 1例

第 51回日本医学放射線
学 会 秋 季 臨 床 大 会
（2015.10.3）盛岡

守矢　知永，佐口　　徹*，勇内山大介*，齋藤　和博*，
徳植　公一*，山下　　淳，山科　　章，池田　徳彦*

137. コメンテーター CRTと心エコーの最新
治療戦略（2015.10.3）東
京

五関　善成

138. 感染性心内膜炎の心エコー検査の進
め方

第 12回日本心エコー図
学 会 秋 期 講 習 会
（2015.10.3）東京

武井　康悦
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139. コメンテーター 第 2回 Physiology Live in 
Fukuoka（2015.10.3） 福
岡

山下　　淳

140. 症例検討：BPA始めました Complicated Intervention 
R e v i e w  M e e t i n g
（2015.10.6）東京

山下　　淳

141. コメンテーター 心研ライブ（2015.10.9）
東京

山下　　淳

142. 周期性四肢運動：PLMSは循環器疾患
のリスクか ?

第 3回レストレスレッグ
ス症候群学術講演会
（2015.10.10）東京

高田　佳史

143. 透視における心陰影と 28 mm径クラ
イオバルーンの位置関係による横膈
神経障害の予期

カテーテルアブレーショ
ン関連秋季大会 2015
（2015.10.15）郡山

齋藤友紀雄，五関　善成，寶田　　顕，矢崎　義直，
里見　和浩，山科　　章

144. Working Group報告　論文修正につい
て－修正必要項目

第 7回 CZT-SPECT研究
会（2015.10.16）東京

肥田　　敏

145. Working Group報告　論文を基にした
サブ解析について

第 7回 CZT-SPECT研究
会（2015.10.16）東京

齋藤　哲史

146. 睡眠呼吸障害と慢性腎臓病－循環器
内科医の立場から

Cardiology-Nephrology 
Joint Conference 2015
（2015.10.20）東京

椎名　一紀

147. FFR測定時のコメディカルスタッフの
役割と重要性

第 47回日本心血管イン
ターベンション治療学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.10.23）東京

山下　　淳

148. コメンテーター 東京ライブデモンスト
レ ー シ ョ ン 2015
（2015.10.23）東京

山下　　淳

149. ウロキナーゼによる局所血栓溶解療
法とパーフュージョンバルーンによ
る長時間拡張により良好に治療しえ
た巨大冠動脈瘤の血栓閉塞を原因と
する急性下後壁心筋梗塞の一例

第 47回日本心血管イン
ターベンション治療学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.10.24）東京

後藤　雅之，村田　直隆，山下　　淳，星野　虎生，
迫田　邦裕，田中　信大，山科　　章

150. 心拍数から循環器疾患を考える－β遮
断薬の役割－

第 52回日本臨床生理学
会総会（2015.10.31）さ
いたま

山科　　章

151. 日本人男性における心血管疾患に対
する中心血行動態指標と血清指標の
関連について

第 52回日本臨床生理学
会総会（2015.10.31）さ
いたま

木村　一貴 ,  冨山　博史，松本　知沙，小平　真理，
椎名　一紀，山科　　章

152. Discovery NM530c 第 19 回 心 臓 核 医 学
フォーラム（2015.10.31）
東京

肥田　　敏

153. MRIを用いた心筋バイアビリティ評
価

第 19 回 心 臓 核 医 学
フォーラム（2015.10.31）
東京

平野　雅春

154. 植込み型ループレコーダーにより診
断しえた洞不全症候群の 1例

第 619回日本内科学会関
東 地 方 会（2015.11.14）
東京

池部　裕寧，矢崎　義直，小林　紘生，木村　一貴，
齋藤友紀雄，五関　善成，山科　　章

155. 抗凝固薬と抗血小板薬内服中に腹直
筋血腫を認めた 1例

第 619回日本内科学会関
東 地 方 会（2015.11.14）
東京

松村　怜奈，山口　　済，柴　　千恵，松本　知沙，
武井　康悦，山科　　章
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156. 当科で行っている様々な血管内治療
－最近経験した興味深い症例を通じ
て－

第 102回新都心血液研究
会　第 37回東京脈管研
究会（2015.11.16）東京

村田　直隆，星野　虎生，迫田　邦裕，山科　　章

157. 心室頻拍で搬送され，アセチルコリン
負荷陽性であった心サルコイドーシ
スの一例

第 61回臨床不整脈研究
会（2015.11.17）東京

小林　紘生

158. コメンテーター 第 7回東京 CTOライブ
（2015.11.19）東京

山下　　淳

159. 症例報告 Optimal PCI & Medical 
Treatment Conference
（2015.11.26）東京

迫田　邦裕

160. 植え込み型ループ心電計で診断しえ
た洞不全症候群の 1例

第 31 回 城 西 心 血 管
フォーラム（2015.11.26）
東京

小林　紘生

161. コメンテーター AFに対する抗頻拍刺激
に つ い て 検 討 す る
（2015.12.4）東京

五関　善成

162. 心室中間部に限局する壁運動異常を
認めたたこつぼ型心筋症亜型の一例

第 238回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.12.5）東京

大西　将史，大滝　裕香，齋藤　　優，小林　正武，
廣瀬　公彦，迫田　邦裕，小平　真理，山下　　淳，
山科　　章

163. 心尖部肥大型心筋症に合併した心室
頻拍に対し，ランジオロールが有効で
あった症例

第 238回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.12.5）東京

石井　絢子，大滝　裕香，小林　正武，廣瀬　公彦，
迫田　邦裕，小平　真理，山下　　淳，山科　　章

164. 心臓サルコイドーシス診断にMRIが
有効であった症例

第 182回東京サルコイ
ドーシス /肉芽腫性疾患
研究会（2015.12.5）東京

平野　雅春，毛塚　剛司，山科　　章，後藤　　浩

165. 冠動脈瘤の血栓塞栓に伴う急性心筋
梗塞を発症し，治療に難渋した家族性
コレステロール血症の 1例

第 620回日本内科学会関
東 地 方 会（2015.12.12）
東京

石井　絢子，山下　　淳，大滝　裕香，廣瀬　公彦，
村田　直隆，迫田　邦裕，小平　真理，山科　　章

166. 心室中部閉塞型肥大型心筋症におけ
るファブリー病の頻度

Fabry 病 学 術 講 演 会
（2015.12.15）東京

稲垣　夏子

167. 心不全診療と心エコー 新潟県心臓超音波スキル
ア ッ プ セ ミ ナ ー
（2015.12.19）新潟

武井　康悦

168. 肺動脈損傷に対しコイル塞栓術を行
い良好に治療しえた一例－循環器内
科，放射線科によるコラボレーション
治療－

第 63回東京医科大学循
環器研究会（2015.12.19）
東京

高良　祐葵，山下　　淳，大滝　裕香，守矢　知永，
勇内山大介，佐口　　徹，前田　純一，山科　　章

169. 心室頻拍で搬送され，アセチルコリン
負荷陽性であった心サルコイドーシ
スの 1例

第 28回心臓性急死研究
会（2015.12.19）東京

小林　紘生，齋藤友紀雄，矢崎　義直，五関　善成，
山科　　章

170 今後 SGLT2阻害薬を循環器疾患にお
いてどう生かしていくのか

第 5 回 Tokyo Aztrium 
Cardiology Conference
（2015.12.21）東京

安達　太郎*，椎名　一紀，葛西　隆俊*，蔡　　榮龍*，
水野　　篤*，富田　康弘*，川田　貴之*

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 講師 日 本 電 工 ME 講 習 会

（2015.1.31）東京
山下　　淳

2. チョコレートの秘密 日経インテレッセ 226（2
月号）：2-3, 2015（2015.2.1）
東京

椎名　一紀
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3. 循環器疾患の在宅医療－在宅医療の
現場から－

湘南循環器専門医・在宅
連携カンファレンス
（2015.3.7）藤沢

渡辺　雅貴

4. バイオマーカーとしての動脈硬化・血
管不全

第 27回日本循環器病予
防セミナー eラーニング 
（2015.3.31）東京

山科　　章

5. コメンテーター 軽症心不全に関する座談
会（2015.4.22）東東京

渡辺　雅貴

6. 高血圧ガイドライン 2014をどう読む
か

平成 27年度新潟薬科大
学薬剤師生涯教育講座
（2015.5.9）新潟

山科　　章

7. 心房細動に出会った時に知っておき
たいこと

第 99回東京医科大学病
院 市 民 公 開 講 座
（2015.7.17）東京

五関　善成

8. コメンテーター TERUMO Nobori Small 
Meeting（2015.7.17） 東
京

山下　　淳

9. その動悸（ドキドキ）不整脈かも！ ?
－こうしたら脳梗塞を予防でき
る！！

市民公開講座（2015.7.18）
東京

里見　和浩，五関　善成

10. 講師 日 本 電 工 ME 講 習 会
（2015.9.5）東京

山下　　淳

11. 講師 第 3回コメディカルエキ
スパートトレーニング
（2015.10.17）東京

山下　　淳

12. 早朝血圧の重要性について 広報ふっさ 939：8, 2015
（2015.11.15）東京

波多野嗣久

糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　疾患の病態生理を理解し，鑑別診断をふまえた検査計画と治療計画を立案することができる。
「現 状 説 明」　コアカリキュラム
　　　　　　　主要疾患の講義配分時間には，大きな問題はないと考える。
　　　　　　　問題点としては，時間の制約から症例に基づく講義が行われていないこと。
　　　　　　　臨床実習
　　　　　　　糖尿病・代謝・内分泌疾患という広範な範囲を担当しなければならないにもかかわらず，当科に割り振られた臨

床実習期間は 5日間と極めて短期間である。当科では，期間の欠点を補うために担当症例の病態生理，検査計画，
治療計画についてのレポートを作成させている。また小人数講義（いわゆるクルズス）で主要疾患のポイントを
押さえるように努めている。

「点検・評価」　コアカリキュラム
　　　　　　　国家試験形式の問題を中心に評価が行われているが，その断片的知識の評価に陥りがちなその欠点を補うために

記述問題を併用している。大学から与えられている目標正答率を満たすためにタキソノミー 1の問題が多くなり
がちで，到達目標を評価するには不十分であるのが現状である。

　　　　　　　臨床実習
　　　　　　　レポートに基づいた口頭試問を行っている。短期間の臨床実習期間としては，教育効果をあげていると自認して

いる。
「改 善 方 策」　コアカリキュラム
　　　　　　　全ての疾患で PBLテュートリアル・システムによる教育を行うことが理想であると思われるが，時間制約と教

育側の人的制約から現時性はない。
　　　　　　　現状で出来ることは，講義の時間制約はあるが症例を取り入れた講義と学生参加型の授業を行うこと，正答率は

低下し留年数は増えても出題をタキソノミー 2または 3の問題として学生の評価を行うことであろう。
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　　　　　　　臨床実習
　　　　　　　現状の当科への時間割り当てを増加させる以外，改善は困難と考える。
【研究】
「到 達 目 標」　糖尿病・動脈硬化性病変の発症および進展の機序を解明し，新たな診断方法や治療を開発し，臨床に寄与するこ

と。
「現 状 説 明」　基礎研究としては，培養細胞を用いて動脈硬化に関連する遺伝子や蛋白などの機能解析を行っている。またマウ

スを実験に供して，膵再生現象やメタボリックシンドロームの発症機序，食欲に関するシグナルの解析を行って
いる。また臨床研究にも積極的に取り組んでおり，当講座内での自主研究のほか，他施設との共同研究も進行中
である。

「点検・評価」　定期的に講座内で研究発表を行い，進捗状況および問題点を明らかにしている。研究成果は学会発表や，学術誌
に論文発表を行っている。

「改 善 方 策」　研究を一時中断した時期があり，過去の研究からの継続性が失われていた。しかしながらスタッフの充実，実験
環境の整備などにより，研究が非常に活発となってきている。今後，他科や他施設とのさらなる連携の推進を図っ
ていく。

【診療】
「到 達 目 標」　糖尿病：可能な限り早期の段階で耐糖能異常を把握し，適切な基礎療養（食事・運動療法）を開始せしめること。

また，診断後の糖尿病患者においては，医師・コメディカルスタッフの適切な組織化に基づく効率的介入を行い，
低血糖や体重増加といった負の事象をできる限り少なくした上で正常な糖代謝状態に近づけ，細小血管障害（網
膜症・腎症・神経障害）の発症を防ぐこと。また，循環器科・神経内科を始めとする各スペシャリティとの連携
および情報交換を活性化し，虚血性心疾患や脳血管障害の発症を減少させること。

　　　　　　　甲状腺疾患およびその他内分泌疾患：多彩な非特異的症状の中から，各種負荷試験や画像診断を駆使し疾患の存
在を見究めること。診断後は，ホルモンの補充や抑制など，個々の病態に合った適切な治療法を選択し，患者の
QOL向上に努めること。

「現 状 説 明」　糖尿病学会認定専門医が外来を担当し，月当たり 2,000～2,500人の診療を行っている。外来インスリン導入にも
積極的に取り組み，ここでは学会認定の糖尿病療養士（CDE）資格を取得した看護師が活躍している。入院にお
いては，看護師，薬剤師，管理栄養士とのチーム医療が実践され，効率的かつ個別の病状に相応したきめの細か
い療養指導が行われている。また，他診療科・他施設とも，定期的に幅広くカンファランスを行い，EBMをふ
まえた最良の medical decisionを行う体勢を整えている。

「点検・評価」「改 善 方 策」　年々，取り扱い患者数の増加傾向を認め，他施設からの緊急症例への対応も積極的に行っている。
その結果，地域からの一定の評価は得ているものと考えているが，一方で，その伸びに比しての外来診察ブース
数の限界，相対的なマンパワーの不足が表面化しつつあり，現在の質を維持した上での当施設単独での診療には
限界があると考えている。今後は周辺施設との双方向的かつ密接な医療連携の構築が強く望まれる。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域の診療所との連携，および患者や一般市民への啓蒙活動を通して社会貢献を果たす。
「現 状 説 明」　糖尿病病診連携懇話会：地域の総合医の先生に，症例や講演を通して，糖尿病の理解を深めてもらうことが目的

となっている。
　　　　　　　糖尿病教室：現在は入院患者と通院患者用の 2パターンで行っている。
　　　　　　　地域での糖尿病や動脈硬化に関する講演（医療関係者向け，一般市民向け）
　　　　　　　糖尿病および内分泌・甲状腺専門医の育成：在籍者だけでなく退局者でのこれらの専門医が地域の病院等で診療

を行うことも当該地域の診療レベルの向上に寄与していると考える。雑誌や TVなどのメディアを介した情報発
信

「点検・評価」　糖尿病教室参加者からアンケート聴取
　　　　　　　診療所医師からの意見聴取
「改 善 方 策」　現在の病診連携懇話会は，研究会レベルでの地域医との交流である。今後は実際の症例の治療面での連携（例：

3-6ヶ月に一回の当院受診，それ以外は地域の診療所で診療を行ってもらう）に発展させる。糖尿病治療すべて
での連携は困難なので，限定した薬剤に関して，入念な打ち合わせの上で導入を目指す。（懇話会とは別の研究
会の立ち上げが必要）

　　　　　　　現在の糖尿病教室は，主に入院患者に糖尿病教育の目的で行っている。今後一般的な糖尿病の概説をテーマにし
た回には，一般住民の参加を可能としていく。



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌182S

I.　著書
1. 3章血糖降下薬治療のアウトカム　

1.治療に関する大規模臨床試験とメタ
解析

医薬ジャーナル社・糖尿
病治療のニューパラダイ
ム

小田原雅人

2. 臨床検査ガイド 2015年改訂版　グル
カゴン（膵グルカゴン）

文光堂，臨床検査ガイド　
2015 改 訂 版，256-259, 
2015

三輪　　隆，小田原雅人（共著者），
三橋　知明（特別編集委員），和田　　攻，
矢崎　義雄，小池　和彦，小室　一成（編者）

II.　学術論文
A1. Correlation between Serum Levels of 3,3′, 

5′-Triiodothyronine and Thyroid Hor-
mones Measured by Liquid Chromatogra-
phy-Tandem Mass Spectrometry and 
Immunoassay

PLoS One 10（10）, 2015
（IF=3.057）

Sakai H,  Nagao H,  Sakurai M,  Okumura T,  Nagai Y, 
Shikuma J,  Ito R,  Imazu T,  Miwa T,  Odawara M

2. Improved Treatment Satisfaction and 
Self-reported Health Status after Introduc-
tion of Basal-Supported Oral Therapy 
Using Insulin Glargine in Patients with 
Type 2 Diabetes：Sub-Analysis of 
ALOHA2 Study

Diabetes Ther 6（2）：153-

171, 2015
Tsukube S*,  Ikeda Y*,  Kadowaki T*,  Odawara M

3. Effi  cacy and safety of a single-pill combi-
nation of vildagliptin and metformin in 
Japanese patients with type 2 diabetes 
mellitus：a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial

Diabetes Ther 6（1）：
17-27, 2015

Odawara M,  Yoshiki M*,  Sano M*,  Hamada I*,  Lukashev-
ich V*,  Kothny W*

4. Eff ectiveness and safety of basal sup-
ported oral therapy with insulin glargine, 
in Japanese insulin-naive, type 2 diabetes 
patients, with or without microvascular 
complications：subanalysis of the obser-
vational, non-interventional, 24-week fol-
low-up Add-on Lantus® to Oral Hypogly-
cemic Agents（ALOHA）study

J Diabetes Complications 
29（1）：127-133, 2015
（IF=2.955）

Odawara M, Kadowaki T*,  Naito Y*

5. Patient-led versus physician-led titration 
of insulin glargine in patients with uncon-
trolled type 2 diabetes：a randomized 
multinational atlas study

Endocr Pract 21（2）：143-

157, 2015（IF=2.811）
Garg SK*,  Admane K*,  Freemantle N*,  Odawara M, Pan 
CY*,  Misra A*,  Jarek-Martynowa IR*,  Abbas-Raza S*,  
Mirasol RC*,  Perfetti R*

6. Once-weekly glucagon-like peptide-1 
receptor agonist dulaglutide is non-infe-
rior to once-daily liraglutide and superior 
to placebo in Japanese patients with type 
2 diabetes：a 26-week randomized phase 
III study

Diabetes Obes Metab 17
（1 0）：9 7 4-9 8 3 ,  2 0 1 5
（IF=6.36）

Miyagawa J*,  Odawara M,  Takamura T*,  Iwamoto N*,  
Takita Y*,  Imaoka T*

7. Preferable eff ects of olmesartan/calcium 
channel blocker to olmesartan/diuretic on 
blood pressure variability in very elderly 
hypertension：COLM study subanalysis

J  H y p e r t e n s ,  2 0 1 5
（IF=5.062）

Rakugi H*,  Ogihara T*,  Saruta T*,  Kawai T*,  Saito I*,  
Teramukai S*,  Shimada K*,  Katayama S*,  Higaki J*,  
Odawara M,  Tanahashi N*,  Kimura G*；COLM Investi-
gators

8. Daytime Napping and the Risk of　Car-
diovascular Disease and All-Cause Mor-
tality：A Prospective Study and Dose-
Response Meta-Analysis

Sleep 38：1945-1953, 
2015（IF=5.532）

Yamada T*,  Hara K,  Shojima N*,  Yamauchi T*, Kadowaki 
T*,  Daytime Napping and the Risk of Cardiovascular Dis-
ease and All-Cause Mortality：A Prospective Study and 
Dose-Response Meta-Analysis
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9. Low-frequency and rare exome chip vari-
ants associate with fasting glucose and 
type 2 diabetes susceptibility

Nat Commun 6：5897, 
2015（IF=12.001）

Wessel J*,  Wessel J*,  Chu AY*,  Willems SM*,  Wang S*,  
Yaghootkar H*,  Brody JA*,  Dauriz M*,  Hivert MF*,  Ragha-
van S*,  Lipovich L*,  Hidalgo B*,  Fox K*,  Huff man JE*,  An 
P,  Lu Y*,  Rasmussen-Torvik LJ*,  Grarup N*,  Ehm MG*,  Li 
L*,  Baldridge AS*,  Stančáková A*,  Abrol R*,  Besse C*,  
Boland A*,  Bork-Jensen J*,  Fornage M*,  Freitag DF*,  Gar-
cia ME*,  Guo X*,  Hara K,  et al.

10. Successfully achieving target weight loss 
influences subsequent maintenance of 
lower weight and dropout from treatment

Obesity（Silver Spring） 23：
183-191, 2015（IF=4.181）

Yamada T*,  Hara K,  Svensson AK*,  Shojima N*,  Hosoe J*,  
Iwasaki M*,  Yamauchi T*,  Kadowaki T*

11. Genome-wide association meta-analysis 
identifi es novel variants associated with 
fasting plasma glucose in East Asians

Diabetes 64：291-298, 
2015 （IF=8.512）

Hwang JY*,  Sim X*,  Wu Y*,  Liang J*,  Tabara Y*,  Hu C*,  
Hara K,  et al.

12. Gastroesophageal reflux disease in 
patients with diabetes：preliminary study

J Gastroenterol Hepatol  30 
Suppl 1：31-35, 2015
（IF=3.322）

Fujiwara M,  Miwa T,  Kawai T*,  Odawara M

13. Genes associated with diabetes：potential 
for novel therapeutic targets ?

Expert Opin Ther Targets 
12：1-13, 2015（IF=4.578）

Hara K,  Kadowaki T*,  Odawara M

14. 持続性エキセナチド注射剤ビデュリ
オン皮下注用 2 mg－日本人 /アジア
人第 III相臨床試験のレトロスペク
ティブ解析　対照薬との有効性プロ
ファイルの比較，HbA1cに影響を与
える因子の検討－

薬 理 と 治 療 43（11）：
1585-1592, 2015.11

小田原雅人，橋上　　聖*

B1. スルホニル尿素薬の作用機序，種類と
使用方法

糖尿病と腎疾患 2015（腎
と透析　臨時増刊号）78
（497）：194-198, 2015

田辺　　節，小田原雅人

2. インスリン治療による低血糖と日常
生活への影響に関するアンケート調
査－インスリン-ライフ・バランス調
査－

医学と薬学 72（6）：1059-

1074, 2015.6
寺内　康夫*，池田　勧夫*，弘世　貴久*，松久　宗英*，
小田原雅人

3. SGLT2阻害薬と CVイベント カレントテラピー 33
（1）：54-59, 2015

永井　義幸，小田原雅人

4. 新しいエキセナチド週 1回投与ペン型
製剤

Therapeutic Research 36
（9）：873-879, 2015.09

小田原雅人

5.【糖尿病治療 通説への挑戦　進化する
科学知識は既存の糖尿病治療学に何
を伝えたいのか】　食事療法 低インス
リン食，低炭水化物ダイエット（解説
/特集）

内 科 115（4）：563-566, 
2015

高橋　友乃，小田原雅人

6. Quick Review　インスリン-ライフ・
バランス調査：インスリン治療による
低血糖と日常生活への影響に関する
アンケート調査

医学と薬学 72（6）：1059-

1074, 2015
小田原雅人

C1. ミチグリニド /ボグリボース配合錠と
GLP-1受容体作動薬の併用療法の有
効性を CGMにより確認できた肥満 2
型糖尿病の 2例

Calm 2（2）：18-19, 2015 佐々木順子，飯島　康弘，高橋　友乃，小田原雅人

2. コンサルテーション　認知症を伴っ
た 2型糖尿病患者の症例報告

DIABETES UPDATE 4
（1）：28-31, 2015

志熊　淳平，小田原雅人
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III.　学術刊行物
A1. 新しいエキセナチド週 1回投与ペン型
製剤

Therapeutic Recearch 36
（9）；873-879, 2015

小田原雅人

2. The American Diabetes Association
（ADA）2015 ADA2015での注目すべ
きインクレチン製剤の検討

診 療 と 新 薬 52（8）：
20-25, 2015

小田原雅人

3. －第 30回日本糖尿病合併症学会－イ
ンクレチン関連薬の大血管疾患抑制
効果　期待大きいが心不全の課題も

Medical Tribune 48（51）：
7, 2015

小田原雅人

4. 第 50回日本成人病（生活習慣病）学
会開催に向けて

成人病（生活習慣病）
ニュースレター 14（1）：
1-2, 2015

小田原雅人

B1. 健診で見落とされやすい！ ?　隠れ糖
尿病（食後高血糖）に用心しましょう

ば ら ん す　2015 秋 号
10-11, 2015

小田原雅人

2. 糖尿病－治療アドヒアランス向上に
向けて－

C L I N I C A N  6 2（ 1）：
41-47, 2015

小田原雅人

3. 糖尿病治療が拓く心筋梗塞，脳卒中の
発症抑制への明日への希望～2型糖尿
病の大規模臨床試験～特集＝糖尿病
が拓く明日への希望

Medicament News 2200：
12-13, 2015

小田原雅人

4. 糖尿病最新治療　強化インスリン療
法 Spec i a l  Lec tu r e　2013 .10 .19　
2014.2.1

Diabetes Contemporary 1
（3）：84-87, 98-101, 2015

小田原雅人

5. インスリン療法 Up date　CVリスク低
減をめざした基礎インスリン療法

Diabetes Contemporary 2
（1）：112-113, 2015.03

小田原雅人

6. 02大血管障害における糖尿病管理－
Discussion on Diabetes Eye 合併症予防
を目的とした糖尿病治療－

DM Network 3：5-6, 2015 小田原雅人

7. 内臓脂肪が出す「悪玉ホルモン」がさ
まざまな悪さをします－「腸」を健康
にしてメタボ・糖尿病を防ぐ－

いきいき（2）：74-77 小田原雅人

8. 鼎談　糖尿病とがん 遥か（10）：37-46, 2015 大橋　　靖*，小田原雅人，大橋　　健*

9. 厳格な血糖コントロールによる血管
合併症の抑制を目指した 2型糖尿病治
療（座談会）

Pharma Medica 33（8）：
61-66, 2015

小田原雅人，Bernard Zinman*，西村　理明*

10. 個別化治療を目指した 2型糖尿病治療
戦略

Pharma Medica 33（8）：
131-136, 2015

小田原雅人，野見山　崇*，森　　克仁*

11. 2型糖尿病におけるテーラーメード治
療の重要性（座談会）

Pharma Medica 33（4）：
81-86, 2015

柴　　輝男*，
古家　大祐*，Ross Stuart A*,  小田原雅人

12. 糖尿病患者の脂質管理を再考する～
日本人糖尿病患者においても LDL-C
は the lower,the betterなのか ?～（座談
会）

日経メディカル 12月号
特別編集版，23-25, 2015

小田原雅人，横手幸太郎*，石垣　　泰*

13. 空腹時血糖および食後血糖の改善を
目指した 2型糖尿病の治療戦略 基礎
インスリンとインクレチン関連薬と
の併用療法における有用性（座談会）

Pharma Medica 33（9）：
110-115, 2015

小田原雅人，Lee Moon-Kyu*，
中西　修平*，税所　芳史*，Cho Young Min*，Kim Sin 
Gon*，Kwon Hyuk-Sang*

14. 糖尿病治療の新たなる展開　Lessons 
From ORIGIN Trial

Diabetes Contemporary 2
（3）：72-73, 2015

小田原雅人
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15. SGLT2阻害薬の有効性，安全性，適
正使用推進および血糖降下薬による
心血管アウトカム試験について（座談
会）

Diabetes Frontier 26（3）：
372-377, 2015.06

古家　大祐*，小田原雅人，太田　嗣人*

16. 新規持効型溶解基礎インスリン製剤
の可能性　EDITIONプログラムから
考える

Pharma Medica 33（9）：
57-63, 2015.9

小田原雅人，Yki-Jaervinen*,  Hannele*,  寺内　康夫*

17. ミチグリニド /ボグリボース配合錠と
GLP-1受容体作動薬の併用療法の有
効性を CGMにより確認できた肥満 2
型糖尿病の 2例

先端医学社，Calm 2（2）
2015

佐々木順子，飯島　康弘，高橋　友乃，小田原雅人

18. コンサルテーション　認知症を伴っ
た 2型糖尿病患者の症例報告（解説）

Diabetes Update（2186-

9502）4（1）：28-31（2015.01）
志熊　淳平，小田原雅人

19. 経口糖尿病薬の配合剤の有用性を考
える

糖尿病の最新治療6（3）：
122-126, 2015

伊藤　禄郎，小田原雅人

20. 2種類の糖尿病の特徴と合併症 学校保健ニュース 中学
版　1673 号（ 付 録 ）p 
4-5 ㈱インタープレス
（2015/2/5発行）

（監：三輪　　隆）

21. 糖尿病ってどんな病気 ? 学校保健ニュース 中学
版　1674号 p 4-5 ㈱イン
タープレス（2015/2/15
発行）

（監：三輪　　隆）

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. SGLT2 Inhibitiors：A New Treatment 

Option for Type 2 Diabetes
2015 Seoul International 
Congress of Endocrinology 
and Metabolism in con-
junc t ion  wi th  - 34 th 
Annual Meeting of Korean 
E n d o c r i n e  S o c i e t y
（SICEM）（2015.5.1-2）
Seoul

Odawara M

2. HMG-CoA Reductase Inhibitors and Inci-
dent Diabetes：Do Statins Increase Dia-
betes Risk? Lessons from J-PREDICT 
Study

The 4th International Con-
gress on Lipid Metabolism 
&  A t h e r o s c l e r o s i s
（ICLA2015）（2015.9.11）

Korea

Odawara M

3. Examination of sleep disorders of 1023 
type2 diabetic outpatients

The 8Th Asia-Oceania 
Conference on Obesity
（2015.10.2-4）Nagoya

Shikuma J,  Komada Y,  Sakurai M,  Yanagi K,  Itou R,  
Takahashi T,  Sakai H,  Miwa T,  Kanazawa A,  Inoue Y,  
Odawara M

4. Consideration of serum zinc levels in dia-
betic patients

The 8Th Asia-Oceania 
Conference on Obesity
（2015.10.2-4）Nagoya

Sakurai M,  Komada Y,  Yanagi K,  Shikuma J,  Itou R,  
Takahashi T,  Sakai H,  Miwa T,  Kanazawa A,  Inoue Y,  
Odawara M

5. The association between obesity and cog-
nitive function

The 8Th Asia-Oceania 
Conference on Obesity
（2015.10.2-4）Nagoya

Yanagi K,  Itou R,  Aoki E,  Suijo K,  Yakou F,  Abe H,  
Tanabe T,  Shikuma J,  Takamiya T,  Inoue S,  Odawara M

6. Effi  cacy with vidagliptin in Caucasian and 
Japanese patients with type 2 diabets-
results from a pooled analysis

IDF2015 23rd World Dia-
b e t e s  C o n g r e s s 
（2015.11.30-12.4）Can-

ada, Vancouver

Kozlovski P*,  Paldanius PM*,  Lukashevich V*,  Odawara 
M
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国内学会
A1. シンポジウム

糖尿病の新たな合併症
第 112回日本内科学会総
会（2015.4.10-12）

（企画・司会）小田原雅人，横手幸太郎*

2. 経口血糖降下薬 Update 第 49回日本成人病（生
活習慣病）学会学術集会
（2015.1.10-11）

小田原雅人

3. 新しい糖尿病治療戦略 第 49回糖尿病学の進歩　
セミナー（2015.2.21）岡
山

小田原雅人

4.「腎機能に応じた糖尿病治療アプロー
チ」～有効性の面から

メトホルミンセミナー in 
Tokyo（2015.3.17）東京

三輪　　隆

5. 糖尿病治療における GLP-1製剤のポ
テンシャル－主治医が期待すること

Saitama GLP-1 Confer-
ence（2015.4.16）浦和

三輪　　隆

6. 心血管イベントに及ぼす糖・脂質代謝
の重要性：糖尿病における心血管イベ
ント抑制のためのリスク管理～血糖
降下薬のエビデンスと，スタチンの糖
尿病発症予防試験 J-PRECICTの結果
を含めて～

第 79回日本循環器学会
学 術 集 会 セ ミ ナ ー
（2015.4.24）大阪

小田原雅人

7. 豊橋内科医共催 OMTコース【第 1部】
心血管病予防のための糖尿病治療～
最新の知見を含めて～

第 5 回 豊 橋 ラ イ ブ
（2015.5.28）豊橋

小田原雅人

8. 糖尿病専門医が考えるバイオシミ
ラー製剤

糖尿病治療を考える会
（2015.6.4）東京

三輪　　隆

9. 拡がる糖尿病治療の選択肢　－選択
の拠り所は ?－

第 18回実地医家のため
の糖尿病治療フォーラム
（2015.6.12）札幌

三輪　　隆

10. SGLT2阻害剤が代謝パラメーターに
与える影響

SGLT2 SUMMIT～東京・
神奈川～（2015.6.12）東
京

三輪　　隆

11. 高齢糖尿病治療に向く薬剤と向かな
い薬剤とは

第 2回高齢者医療を考え
る会（2015.8.7）八王子

三輪　　隆

12. リキシセナチドと基礎インスリン併
用療法への期待

GLP-1アドバイザリー
ミーティング（2015.8.30）
東京

三輪　　隆

13. 耐糖能異常を有する脂質異常症治療 
－エゼチミブの果たし得る役割－

第 9回東埼玉代謝・循環
器研究会（2015.9.3）越
谷

三輪　　隆

14. 医療従事者は糖尿病とどのように関
わるか

テルモ㈱社内講演会
（2015.10.13）足柄

三輪　　隆

15. 糖尿病治療の新たなる展開～新たな
基礎インスリンが可能にすること～

第 52回日本糖尿病学会
近畿地方会（2015.11.14）
京都

小田原雅人

16. 糖尿病治療の新たなる展開～新たな
基礎インスリンが可能にすること～

第 49回日本糖尿病学会
北海道地方会セミナー
（2015.11.15）旭川

小田原雅人

17. 糖尿病性大血管障害の残余リスクを
どのように管理すべきか～R3（iア
キュバイ）の活動も含めて～

第 30回日本糖尿病合併
症学（2015.11.27）名古
屋

小田原雅人
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18. インクレチン関連薬の合併症抑制に
ついて－臨床的立場から－シンポジ
ウム 5　糖尿病治療薬と糖尿病合併症
との関わり

第 30回日本糖尿病合併
症学（2015.11.27）名古
屋

小田原雅人

B1. エキセナチド投与 2年間の効果と安全
性について

第 49回日本成人病（生
活習慣病）学会学術集会
（2015.1.10-11）東京

谷古宇史芳，志熊　淳平，柿崎　雄介，田丸　新一，
三輪　　隆，金澤　　昭，小田原雅人

2. 糖尿病治療早期に，リラグルチドを使
用する効果についての検討

第 49回日本成人病（生
活習慣病）学会学術集会
（2015.1.10-11）

安部　浩則，高橋　友乃，藤村　佳世，楊　　傑仲，
小田原雅人

3. 急激な経過を辿った多剤薬剤抵抗性
の消化管運動異常を合併した 1型糖尿
病の一例

第 49回日本成人病（生
活習慣病）学会学術集会
（2015.1.10-11）

藤村　佳世，田丸　新一，末盛　敦子，掛川　里佳，
志熊　淳平，伊藤　禄郎，高橋　友乃，金澤　　昭，
三輪　　隆，小田原雅人

4. 2型糖尿病患者におけるインスリンデ
グルデク変更前後の血糖変動に関す
る検討

第 49回日本成人病（生
活習慣病）学会学術集会
（2015.1.10-11）

末盛　敦子，永井　義幸，掛川　里佳，田丸　新一，
志熊　淳平，伊藤　禄郎，高橋　友乃，金澤　　昭，
三輪　　隆，小田原雅人

5. GLP-1受容体作動薬が著効したイン
スリン抗体陽性の 2型糖尿病患者の一
例

第 52回日本糖尿病学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.1.24）横浜

末盛　敦子，田丸　新一，藤村　佳世，掛川　里佳，
永井　義幸，高橋　友乃，金澤　　昭，三輪　　隆，
小田原雅人

6. GLP-1作動薬が著効したインスリン
抗体陽性の 2型糖尿病の一例

第 52回日本糖尿病学会
関東甲信越地方会

末盛　敦子，田丸　新一，藤村　佳世，掛川　里佳，
永井　義幸，高橋　友乃，金澤　　昭，三輪　　隆，
小田原雅人

7. 糖尿病診療の現状 ～大学病院での治
療を中心に～

糖尿病病診連携研究会
（2015.3.25）

志熊　淳平，小田原雅人

8. メトホルミンと GLP-1受容体作動薬
リラグルチドの併用における有用性
について

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

新行内美智瑠，田辺　　節，楊　　傑仲，戸川　佳子，
奥村　貴子，伊藤　禄郎，三輪　　隆，金澤　　昭，
小田原雅人

9. 2型糖尿病患者に対する当院でのダパ
グリフロジンの使用経験

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

飯島　康弘，加藤　紀和，田中　彰彦*，中村　　毅*，
小田原雅人

10. HbA1c8%を基準とした既存の持効型
インスリンからインスリンデグルデ
クへの切り替えにおける投与量の検
討－DOSE Study－

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

田丸　新一，藤村　佳世，安部　浩則，末盛　敦子，
柿﨑　雄介，櫻井　　衛，楊　　傑仲，佐々木順子，
永井　義幸，志熊　淳平，小林　高明，伊藤　禄郎，
高橋　友乃，三輪　　隆，金澤　　昭，小田原雅人

11. 2型糖尿病患者に対しての SGLT2阻
害薬の有効性の検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

加藤　紀和，赤岡　寛晃，佐藤　　光*，稲　　秀士，
岩下　　恵*，手嶋　晶子，安部　浩則，飯島　康弘，
田中　彰彦*，中村　　毅*

12. SGLT-2阻害薬投与後の eGFR変化 第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

金澤　　昭，谷古宇史芳，柿﨑　雄介，藤村　佳世，
安部　浩則，末盛　敦子，櫻井　　衛，大澤　　舞，
楊　　傑仲，伊藤真理子，佐々木順子，田丸　新一，
田辺　　節，志熊　淳平，小林　高明，伊藤　禄郎，
高橋　友乃，原　　一雄，三輪　　隆，小田原雅人

13. 糖尿病患者における血清亜鉛濃度の
検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

櫻井　　衛，三輪　　隆，志熊　淳平，柿﨑　雄介，
楊　　傑仲，田丸　新一，佐々木順子，永井　義幸，
田辺　　節，田口　彩子，高田　晴子，伊藤　禄郎，
高橋　友乃，金澤　　昭，駒田　陽子，井上　雄一，
小田原雅人

14. HbA1c8%を基準に持効型インスリン
をインスリンデグルデクへ変更後の
低血糖頻度と満足度の検討－DOSE 
Study－

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

末盛　敦子，田丸　新一，藤村　佳世，安部　浩則，
柿﨑　雄介，櫻井　　衛，楊　　傑仲，佐々木順子，
永井　義幸，志熊　淳平，小林　高明，伊藤　禄郎，
高橋　友乃，三輪　　隆，金澤　　昭，小田原雅人
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15. 血糖コントロールが不十分なインス
リン使用患者へのリキシセナチド追
加効果の検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

河野　知典，三輪　　隆，佐野　晃士，藤原真梨子，
奥村　貴子，伊藤真理子，大澤　　舞，久米　雅彦*，
原島敬一郎*，林　　潤一*，秋本　孝之*，伊藤　禄郎，
添田　　仁*，金澤　眞雄*，小田原雅人

16. インスリン使用患者における医療費
に対する意識調査

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

坂倉　圭一，志熊　淳平，加藤　紀和，飯島　康弘，
伊賀　千賀，佐野　陽子，岩崎　美佳，平田　大気，
金澤　　昭，三輪　　隆，田中　彰彦*，小田原雅人，
明石　貴雄*

17. 糖尿病患者に対する血糖測定時の穿
刺痛比較（指先部・指球部・腹壁）

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

三上祐理香，天野　珠実，市川　絵理，関根　彩子，
坂倉　圭一，志熊　淳平，八波　智美，鎌田智恵子，
小田原雅人

18. DPP-4阻害薬とグルベス配合錠併用療
法における有用性と安全性の検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

谷古宇史芳，志熊　淳平，三輪　　隆，金澤　　昭，
小田原雅人

19. 当院通院中の糖尿病患者 1033名の睡
眠実態の検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

志熊　淳平，駒田　陽子，櫻井　　衛，柿﨑　雄介，
楊　　傑仲，佐々木順子，田丸　新一，永井　義幸，
田辺　　節，田口　彩子，高田　晴子，伊藤　禄郎，
高橋　友乃，酒井　裕幸，三輪　　隆，金澤　　昭，
井上　雄一，小田原雅人

20. インスリン同量でリラグルチド追加
投与を行った 15症例における有効性，
安全性の検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

藤村　佳世，田丸　新一，安部　浩則，楊　　傑仲，
志熊　淳平，伊藤　禄郎，高橋　友乃，三輪　　隆，
金澤　　昭，小田原雅人

21. 2型糖尿病患者における週 1回投与
dulaglutide単独療法の有効性及び安全
性　プラセボ及びリラグルチド対照
並行群間比較試験

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

篁　　俊成*，宮川潤一郎*，小田原雅人，多喜田保志*，
岩本　紀之*，今岡　丈士*

22. エキセナチド週 1回投与製剤の第 3相
臨床試験レトロスペクティブ解析：治
療反応に関するベースライン予測因
子と血糖 /体重への影響

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
下関

小田原雅人，橋上　　聖*

23. 持続血糖モニターを用いた，リラグル
チドと SGLT2阻害薬の併用効果にお
ける検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
下関

安部　浩則，高橋 友乃，藤村　佳世，柳澤　里佳，
楊　　傑仲，小林　高明，三輪　　隆，金澤　　昭，
小田原 雅人

24. 糖尿病医がみる ASO（PAD） ASO フ ォ ー ラ ム
（2015.6.12）

志熊　淳平，小田原雅人

25. Primary Clinical Seminar 第 2 回 Primary Clinical 
Seminar（2015.9.4）

志熊　淳平

26. 血圧変動性が示唆する超高齢者に好
ましい薬物併用療法：COLM研究サブ
解析

第 38回日本高血圧学会
総 会（2015.10.9-11） 愛
媛

楽木　宏実*，荻原　俊男*，猿田　亨男*，河合　達男*，
齋藤　郁夫*，手良向　聡*，島田　和幸*，片山　茂裕*，
檜垣　實男*，小田原雅人，棚橋　紀夫*，木村玄次郎*

27. 持続血糖モニターを用いた，リラグル
チドと SGLT-2阻害薬の併用効果にお
ける検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京医科大学

安部　浩則，高橋　友乃，藤村　佳代，赤岡　寛晃，
楊　　傑仲，金沢　　昭，三輪　　隆，小田原雅人

28. 糖尿病患者における血清亜鉛濃度の
検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京医科大学

櫻井　　衛，三輪　　隆，志熊　淳平

29. 強化インスリン療法患者の昼食直前
レパグリニド代替療法を CGMで検証
した

第 12回糖尿病病診連携
懇話会（2015.11.17）

志熊　淳平，小田原雅人
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30. 睡眠とうつ　糖尿病患者における睡
眠障害とうつ

第 30回日本糖尿病合併
症学（2015.11.27）名古
屋

櫻井　　衛，池内　佑一，安部　浩則，末盛　敦子，
楊　　傑仲，奥村　貴子，佐々木順子，簡　　　志，
吉武　紀子，伊藤　禄郎，高橋　友乃，原　　一雄，
三輪　　隆，金澤　　昭，駒田　陽子，井上　雄一，
小田原雅人

31. 睡眠とうつ　睡眠導入剤使用 2型糖尿
病患者の背景と導入前後の耐糖能へ
の影響について

第 30回日本糖尿病合併
症学（2015.11.27）名古
屋

石川　卓也，志熊　淳平，櫻井　　衛，坂倉　圭一，
伊賀　千夏，安部　浩則，末盛　敦子，楊　　傑仲，
奥村　貴子，佐々木順子，簡　　健志，吉武　紀子，
伊藤　禄郎，高橋　友乃，原　　一雄，三輪　　隆，
金澤　　昭，駒田　陽子，井上　雄一，小田原雅人

32. 大血管障害と動脈硬化　糖尿病患者
の生命予後予測に関する NT-proBNP
および BNPの有用性

第 30回日本糖尿病合併
症学（2015.11.27）名古
屋

藤田　知子，伊藤　禄郎，石川　卓也，小暮晃一郎，
末盛　敦子，楊　　傑仲，伊藤真理子，藤原真梨子，
奥村　貴子，荒井　康弘，吉武　紀子，原　　一雄，
三輪　　隆，金澤　　昭，小田原雅人

33. 甲状腺機能低下症と誤認しやすい検
査値異常～macro-TSH血症の 2症例

第 74回西東京内分泌代
謝研究会（2015.12.7）

石川　卓也，酒井　裕幸，池内　佑一，櫻井　　衛，
大澤　　舞，加藤　紀和，簡　　健志，高橋　友乃，
原　　一雄，三輪　　隆，金澤　　昭，小田原雅人

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 糖尿病治療の新展開-合併症予防に何
が必要か－糖尿病の経口薬（OAD）
の使用法－

日本医師会生涯教育講座
（2015.3.12）東京

小田原雅人

2. JDS/ADA最新 topics（インクレチン関
連）

Diabeteds TV Sympo-
sium2015（2015.7.7） 東
京医科大学内

小田原雅人

3. 身体を老けさせない秘密　第 4弾　新
発見！やせるホルモンで病の元凶【肥
満】を解消 SP

たけしの健康エンターテ
インメント！みんなの家
庭の医学，朝日放送，関
西ローカル（2015.7.30）

小田原雅人

4. 糖尿病の新しい治療戦略～SGLT2阻
害薬の臨床データを含めて～

八王子医師会学術講演会
（2015.9.2）東京

小田原雅人

5. 糖尿病治療戦略に求められること～
初めて示された SGLT2阻害薬による
心血管アウトカム試験を含め～

糖 尿 病 Web 講 演 会，
（2015.10.5）東京医科大
学内

小田原雅人

6.「本当にカラダに効く 3つの食べ物が
判明！名医が認めた医食同源 SP」米
油

たけしの健康エンターテ
インメント！みんなの家
庭の医学，朝日放送，関
西ローカル（2015.10.20）

小田原雅人

7. 特別講演－糖尿病治療最前線～アン
メットメディカルニーズと今後の展
望～

Patients Map セ ミ ナ ー
2015　“Medical  Data 
insight”（2015.11.16）

小田原雅人

神 経 内 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　学部教育に関しては，系統講義，臨床実習を通して，医師国家試験合格に必要な知識と実臨床に直結する十分な

技能の習得をめざす。大学院教育では質の高い臨床研究，基礎研究のための学習と経験をする。職員教育ではよ
り専門的な教育により専門医資格を取得する。

「現 状 説 明」　第 3, 4学年には神経系統講義，神経系基本的診療技術実習，第 5学年には BSL，第 6学年には選択実習，集中
講義，夏期・冬期強化授業を行っている。大学院生に対しては，専門的な知識と技術の習得のため，必要に応じ
他施設との交流を行っている。受験資格を有する医師は専門医試験を受験し，専門医資格を取得している。

「点検・評価」　知識や診察技能の習得状況を BSLの記述試験，advanced OSCE，口頭試問などにより点検・評価している。
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「改 善 方 策」　さらに質の高い教育のためクルズスと臨床実習の充実を図る。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ 8割程度は達成できている。
【研究】
「到 達 目 標」　質の高い臨床研究と基礎研究を行い，論文化する。
「現 状 説 明」　パーキンソン病の臨床研究，神経疾患の歩行解析，重症筋無力症の臨床研究，遂行機能障害に関する研究，シロ

スタゾールに関する臨床研究を行っている。臨床業務が多く，研究にかける時間の制限がある。
「点検・評価」　学会での発表，学術誌での発表を行い，評価を得ている。
「改 善 方 策」　研究のための人員と時間，資金，資材など研究環境を改善する。より積極的に研究成果を発表してゆく。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ 7割程度は達成できている。
【診療】
「到 達 目 標」　大学病院としての高度先進医療に取り組む。地域医療連携を強化し，地域医療に貢献する。脳卒中診療を積極的

に行う。
「現 状 説 明」　当科外来ではパーキンソン病が約 300例，重症筋無力症が約 100例と神経内科疾患でも都内では有数の診療実績

を有している。人員と外来ブースが少ないという現状がある。
「点検・評価」　神経内科疾患では十分な診療実績がある。多数の急性期脳卒中診療を行っているが軽症例が多い。
「改 善 方 策」　神経内科疾患に関しての治験を積極的に取り入れ，先進医療に貢献する。急性期脳卒中診療について関連診療科

と強い連携をはかる。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ 8割程度は達成できている。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域住民を対象とした脳卒中や神経疾患の啓蒙活動，医師会などを対象とした研究会を行う。
「現 状 説 明」　大学病院の市民公開講座，健康保険センターでの地域住民を対象とした講演会，在宅難病訪問制度に基づく訪問

診療などを行っている。
「点検・評価」　市民への啓蒙活動の機会が少なかった。医師を対象とした研究会は十分行った。
「改 善 方 策」　市民への啓蒙活動の機会を多くする。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ 7割程度は達成できている。

II.　学術論文
A1. Kinematic analysis of 24-hour recording 

of walking pattern in patients with vascu-
lar parkinsonism

Int J Neurosci 125（10）： 
733-741, 2015  （IF=1.717）

Terashi H,  Utsumi H,  Ishimura Y,  Aizawa H,  Yoneyama 
M,  Mitoma H

 2. Clinical triaiと the real world 脳循環代謝 26：63-55, 
2015

赫　　寛雄，齊藤　智子，小林万希子，石村　洋平，
鈴木友里愛，井上　　文，田口　丈士，井戸　信博，
加藤　陽久，相澤　仁志

 3. 虚血性白質病変を有する患者の注意
機能に及ぼす cilostazolの影響

東 医 大 誌 73（2）：121-

129, 2015
井上　　文，加藤　陽久，関　　美雪，福田友里愛，
内海　裕也，相澤　仁志

III.　学術刊行物
A1. 免疫性神経疾患－基礎・臨床研究の最
新知見－，免疫性筋疾患，重症筋無力
症（MG），重症筋無力症の治療各論，
コリンエステラーゼ阻害薬

日本臨牀 73（増）7：501-

505, 2015
増田　眞之

B1. 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症とうま
くつきあう　診察室から

脊髄小脳変性症・多系統
萎縮症友の会ニュース
2015

相澤　仁志

 2. 脳微小出血 CMBの意義 診 断 と 治 療 103：103-

114, 2015
相澤　仁志

 3. 高齢科社会における神経内科の役割
と一般実地内科医の役割

Medical Practice 32（6）：
917-929, 2015

矢崎　義雄，玉岡　　晃，相澤　仁志，黒川　勝巳
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 4. 当院におけるてんかん重積状態に対
する治療～患者さんが痛がらないと
看護師からも好評～

神経救急・脳神経外科周
術期におけるてんかん発
作の管理　ホスフェニト
インによる実践集．ライ
フ・サイエンス 53-56, 
205

石村　洋平，赫　　寛雄，相澤　仁志
（総監修：中里　信和）

 5. 認知症－最近のトピックス（後編）－ 都薬雑誌 37（4）：2015 田口　丈士

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. The relationship between attention ability 

and cognitive function in patients with 
right-hemisphere infarction

7th World Congress of the 
International Society for 
Vascular Behavioural and 
Cognitive Disorders（Vas-
C o g）（2 0 1 5 . 9 . 1 6-1 9） 
Tokyo, Japan

Kato H,  Seki M,  Shindo J,  Yamazaki T,  Sato Y,  Aizawa 
H,  Nagata K

国内学会
A1. 当院におけるパーキンソン病治療－
大学病院の立場から－

第 12回新宿脳神経疾患
研究会（2015.2.19）東京

赫　　寛雄

2. 内科医のための脳卒中の臨床 平成 27年度日本内科学
会生涯教育講演会Aセッ
シ ョ ン（ 第 1 回 ）
（2015.5.31）大阪

相澤　仁志

3. パーキンソン病の運動症状と非運動
症状

東葛地区ノウリアスト錠
20 mg発売 2周年記念講
演会（2015.7.16）千葉

赫　　寛雄

4. パネルディスカッション　パーキン
ソン病の診断・鑑別について Lecture1

第 1回 PD forum for New 
Generation（2015.7.23）
東京

赫　　寛雄

5. 当院におけるパーキンソン病のチー
ム医療について

Japanese Neurologist Par-
kinson’s Disease Seminar
（2015.9.1）東京

赫　　寛雄

6. パーキンソン病の歩行障害 第 44回兵庫県パーキン
ソン病及び不随意運動研
究会（2015.9.4）兵庫

赫　　寛雄

7. 大規模患者調査とパーキンソン病の
歩行障害

PD Docter’s Meeeting　
パーキンソン病の薬物治
療を考察する（2015.9.17）
東京

赫　　寛雄

8. VBM画像を用いた MSA-Cにおける
画像病期と脳血流シンチ

第 13回脳核医学画像解
析研究会（2015.9.19）東
京

田口　丈士，南里　和紀，小泉　　潔，上田　優樹，
小林万希子，田中　伸幸，加藤　陽久，赫　　寛雄，
相澤　仁志

9. パーキンソン病の歩行障害 PD Docter’s Meeeting
パーキンソン病の薬物治
療を考察する（2015.9.30）
東京

赫　　寛雄

10. パーキンソン病の症候と治療 パーキンソン病講演会
（2015.10.23）佐賀

赫　　寛雄

B1. Trousseau症候群の後療法にダビガト
ランを使用した 64歳男性例

第 212回日本神経学会関
東地方会（2015.3.14）東
京

菊野　宗明，井上　　文，齊藤　智子，小林万希子，
福田友里愛，加藤　陽久，赫　　寛雄，相澤　仁志
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 2. 皮質下梗塞患者における遂行機能と
注意に対するシロスタゾールの影響

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.26-29）広
島

井上　　文，小林万希子，菊野　宗明，福田友里愛，
石村　洋平，関　　美雪，加藤　陽久，赫　　寛雄，
相澤　仁志

 3. 神経内科における脳卒中後てんかん
の臨床的特徴

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.26-29）広
島

加藤　陽久，福田友里愛，井上　　文，伊藤　　傑，
石村　洋平，菊野　宗明，井戸　信博，赫　　寛雄，
増田　眞之，相澤　仁志

 4. 脳梗塞患者における PADの頻度 第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.26-29）広
島

相澤　仁志，井上　　文，加藤　陽久，赫　　寛雄，
斎藤　智子，小林万希子，菊野　宗明，伊藤　　傑，
福田友里愛，石村　洋平

 5. 虚血性大脳白質病変を有する患者に
おける遂行機能と脳血流

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

加藤　陽久，長谷川　明，関　　美雪，井上　　文，
福田友里愛，斎藤　智子，小林万希子，赫　　寛雄，
相澤　仁志

 6. 小脳皮質萎縮症における Voxel-based 
Morphometryの検討

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

上田　優樹，小林万希子，田口　丈士，田中　伸幸，
石河　朝子，南里　和紀

 7. MSA-Cにおける VBM画像を用いた
脳萎縮率の評価

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

小林万希子，田口　丈士，上田　優樹，田中　伸幸，
石河　朝子，南里　和紀

 8. MSA-Cにおける VBM画像を用いた
画像病期の検討

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

田口　丈士，上田　優樹，小林万希子，田中　伸幸，
石河　朝子，南里　和紀

 9. The Relationship between eff ect of cilo-
stazol on attentional ability and the 
patients’ background in the patients with 
ischemic white matter lesions

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

Inoue A,  Kato H,  Saito T,  Fukuda Y,  Seki M,  Terashi H,  
Masuda M,  Aizawa H

 10. ALSの ALSFRS-Rスコアの経時的変
化とアクティグラフによる運動量の
検討

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

相澤　仁志，加藤　陽久，郭　　　伸

 11. 脱髄性疾患における当院での血液浄
化療法の検討

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

井戸　信博，相澤　仁志，増田　眞之，田口　丈士，
石村　洋平，斎藤　智子

 12. 両側性の垂直性眼球運動障害を主症
状とした中脳病変例の臨床的検討

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

斎藤　智子，小林万希子，菊野　宗明，福田友里愛，
石村　洋平，伊藤　　傑，井上　　文，加藤　陽久，
赫　　寛雄，井戸　信博，増田　眞之，相澤　仁志

 13. 眼筋型重症筋無力症（MG）の臨床像
と生活クオリティー（QOL）障害の
特徴

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

増田　眞之，鈴木　重明，長根百合子，村井　弘之，
今井　富弘，津田　笑子，紺野　晋吾，王子　　聡，
鈴木　靖士，中根　俊成，藤原　一男，鈴木　則宏，
槍沢　公明

 14. 早期未治療パーキンソン病患者の歩
行と運動量に関する検討

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

赫　　寛雄，石村　洋平，高澤　朋子，小林万希子，
斎藤　智子，相澤　仁志，三苫　　博

 15. 眼球運動障害と眼瞼下垂を契機に診
断された悪性リンパ腫

第 449回東京医科大学臨
床懇話会（2015.5.26）東
京

石井　絢子，秋元　治朗，馬原　孝彦，石村　洋平，
片桐誠一朗，石崎　哲央，高橋　礼典，相澤　仁志

 16. Tolosa-Hunt症候群様症状を呈した悪
性リンパ腫の一例

第 213回日本神経学会関
東地方会（2015.6.6）東
京

森　　美穂，相澤　仁志，加藤　陽久，井上　　文，
石村　洋平，齊藤　智子

 17. 脱髄性疾患における当院での血液浄
化療法の検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

井戸　信博，相澤　仁志，増田　眞之，加藤　陽久，
伊藤　　傑，井上　　文

 18. 精神症状で発症し，左側優位のパーキ
ンソニズムをみとめた 60歳代女性例

第 9回お茶の水 PD研究
会（2015.7.17）東京

田口　丈士，小林万希子，齋藤　智子，高澤　朋子，
石村　洋平，加藤　陽久，赫　　寛雄，相澤　仁志
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 19. SLE疑いで 20年経過後に両側後頭葉
病変を呈した 49歳女性例

第 214回日本神経学会関
東地方会（2015.9.5）東
京

田口　丈士，小林万希子，高澤　朋子，林　　　映，
太原恒一郎，加藤　陽久，赫　　寛雄，相澤　仁志

 20. パーキンソニズムを伴った Val107TTR
遺伝子異常の家族性アミロイドポリ
ニューロパチーの 68歳男性例

第 62回日本老年医学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.9.26）東京

齊藤　智子，菊野　宗明，大林　光念，上田　優樹，
石村　洋平，井上　　文，加藤　陽久，赫　　寛雄，
相澤　仁志

 21. 右大脳皮質に広汎な異常信号を呈し
た 60歳代男性剖検例

第 144回神経内科臨床研
究会（2015.10.9）東京

田口　丈士，上田　優樹，山口　隆志，脇屋　　緑，
加藤　陽久，赫　　寛雄，南里　和紀，相澤　仁志

 22. 未治療パーキンソン病患者に対する
神経心理学的検討

第 9回パーキンソン病・
運藤障害疾患コングレス
（2015.10.15）東京

赫　　寛雄，石村　洋平，高澤　朋子，田口　丈士，
三苫　　博，相澤　仁志

 23. 伝染性単核球症例に合併した EBV脳
脊髄炎の 10歳代女性例

第 20回神経感染症学会
（2015.10.22-23）長野

田口　丈士，禰津　直也，上田　優樹，南里　和紀，
加藤　陽久，赫　　寛雄，相澤　仁志

 24. VBM画像を用いた MSA-C画像病期
分類の検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

田口　丈士，小林万希子，加藤　陽久，赫　　寛雄，
相澤　仁志，南里　和紀，上田　優樹，田中　伸幸

 25. ステロイドパルス療法が奏功した脳
アミロイドアンギオパチー関連血管
炎の 1例

第 17回ニューロトピッ
クス 21（2015.11.24）東
京

齊藤　智子，小林万希子，菊野　宗明，福田友里愛，
石村　洋平，伊藤　　傑，井上　　文，加藤　陽久，
赫　　寛雄，相澤　仁志

 26. 精神症状で発症し，左側優位のパーキ
ンソニズムをみとめた 60歳台女性例

第 5回メトロポリタン脳
の老化・認知症フォーラ
ム（2015.12.1）東京

田口　丈士，小林万希子，高澤　朋子，斉藤　智子，
石村　洋平，井戸　信博，加藤　陽久，赫　　寛雄，
相澤　仁志

 27. 多発脳神経麻痺を呈した転移性硬膜
腫瘍の 63歳女性例

第 215回日本神経学会関
東地方会（2015.12.5）東
京

石村　洋平，加藤　陽久，福田友里愛，伊澤　仁之，
海瀬　博史，赫　　寛雄，相澤　仁志

消化器内科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　大学生にはベッドサイドにおける教育を中心に心のこもった質の高い医療を目指した教育を行い，大学院生には

患者様のための更なる高度医療の研究をするための教育をしている。
「現 状 説 明」　指導医の強い意気込みに学生が対応してきている。
「点検・評価」　テスト，口頭試問，アンケートを利用している。
「改 善 方 策」　指導医も能力向上のため，日々研鑽させている。
「目標・改善方策の達成度」　学生からのアンケートでは，当科の指導は良い評価を得られていた。
　　　　　　　大学院生に対しては，高度医療の研究を行い，目標の 80%程度は達成した。
【研究】
「到 達 目 標」　基礎だけではなく，臨床研究も広く行い，医学の向上に寄与することを目標とする。
「現 状 説 明」　学会や研究会の演者として参加し，科学雑誌の投稿が増加している。
「点検・評価」　週 1回の医局会・勉強会と年 1回の医局総会を開き，成果を発表することにより評価している。
「改 善 方 策」　広く学外の研究者とも交流し，更なる向上を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 80%程度を達成した。
【診療】
「到 達 目 標」　患者に分かりやすく，質の高い医療を届けることを目指している。
「現 状 説 明」　当科の専門である消化器内科領域でレベルの高い医療を提供できている。
「点検・評価」　毎週カンファレンスを開き，診断と治療方針についての討論をしている。
「改 善 方 策」　学会や研究会に積極的に参加し，最新の医療を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　達成目標の 80%程度を達成した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　学会，研究会，市民公開講座を積極的に開き，地域の医師や患者様や，その家族に多くの情報を与える。
「現 状 説 明」　年に数回の研究会，市民公開講座を開いた。
「点検・評価」　上記の会の時，アンケートを行い，会の向上に努めた。
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「改 善 方 策」　講演内容の更なる向上を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　達成目標の 80%程度を達成した。

I.　著書
1. Gastrointestinal Endoscopy ：New tech-

nologies and changing paradigms, Chol-
angioscopy

Springer, 23-37, 2015 Itoi T  （Editor：Jonnalagadda SS*）

2. Endoscopic Submucosal Dissection-Prin-
ciple and practice, Part VII dissemination 
of ESD 24 ESD training in the East

Springer, 229-235, 2015 Gotoda T,  Draganov PV* （Editor：Fukami N*）

3. 今日の治療指針 2015年版（Volume 
57），7 消化管疾患　内視鏡的切除術

医学書院，465, 2015 後藤田卓志（監：山口　　徹*，北原　光夫*）

4. 南山堂医学大辞典 第 20版，執筆者 南山堂，2015 糸井　隆夫
5. 南山堂医学大辞典 第 20版，執筆者 南山堂，2015 後藤田卓志
6. 症例で身につける消化器内視鏡シ
リーズ　食道・胃 ESD　改訂版　IT
ナイフによる部位別・難易度別の治療
戦略，コメンテーター

羊土社，2015 後藤田卓志（編：小野　裕之*）

7. 基礎編 手技のコツとポイント，第 2
章　EMRと ESDの適応 2.胃癌に対
する内視鏡切除の適応

60-64 後藤田卓志

8. 実践編 Case Study：部位別・難易度別
攻略法，第 1章　食道　5.バレット食
道癌

149-155 草野　　央，谷口　浩和*

9. 実践編 Case Study：部位別・難易度別
攻略法，第 2章　胃　14.胃底部

225-230 鈴木　　翔，後藤田卓志

10. 臨床検査ガイド 2015年改訂版，1.生
化学検査　D.ビリルビン・胆汁酸　
ビリルビン

文光堂，156-158, 2015 中村　郁夫（特任編：三橋　知明*）

11. 消化器疾患 最新の治療 2015-2016，
III.　消化管疾患 B.胃・十二指腸　9.胃
癌　a. 早期胃癌の内視鏡的治療

南江堂，161-165, 2015 草野　　央，後藤田卓志
（編：菅野健太郎*，上西　紀夫*，小池　和彦*）

12. IV.　肝・胆・膵疾患 C.膵 1.急性膵炎 
a.内科的治療

403-406 梅田　純子，糸井　隆夫

13. マイクロバブル・ナノバブルの最前線
≪普及版≫，第 6章　マイクロバブル・
ナノバブルの応用 7.2 マイクロバブル
を使った造影超音波診断

シーエムシー出版，232-

249, 2015
森安　史典（監：柘植　秀樹*）

14. 患者さんのための膵がん診療ガイド
ラインの解説，膵がんの治療法，ステ
ント療法 Q24 胆道ドレナージについ
て教えてください

金 原 出 版 株 式 会 社，
65-67, 2015

糸井　隆夫，菅野　　敦*

（編：日本膵臓学会，膵癌診療ガイドライン改訂委員
会）

15. 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，
5章 ABC検診・内視鏡検診・X線検
診徹底比較 1 X線検診と ABCリスク
検査＋胃内視鏡検査のランダム化比
較試験

日本医事新報社，131-

137, 2015
後藤田卓志（編：三木　一正*）

16. これで納得！画像で見抜く消化器疾患 
Vol.4　胆道・膵臓，A 胆管疾患 基礎
編 01 正常

医学書院，14-15, 2015 土屋　貴愛（企編：糸井　隆夫）

17. A 胆管疾患 基礎編 04 石灰乳胆汁 24-25 新戸　禎哲
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18. B 胆嚢疾患 基礎編 02 遊走胆嚢 88-89 梅田　純子
19. C 乳頭部疾患 基礎編 01 正常 138-139 辻　修二郎
20. C 乳頭部疾患 基礎編 02 胆石嵌頓乳
頭，応用編 02 胆石嵌頓乳頭

140-143 田中　麗奈

21. C 乳頭部疾患 基礎編 03 十二指腸乳頭
部腺腫

144-145 辻　修二郎

22. C 乳頭部疾患 基礎編 04 早期十二指腸
乳頭部癌

146-149 殿塚　亮祐，糸井　隆夫

23. C 乳頭部疾患 基礎編 08 カルチノイド 156-157 糸川　文英
24. D 膵疾患 基礎編 01 正常 162-163 池内　信人
25. D 膵疾患 基礎編 04 膵外傷 168-169 石井健太郎
26. D 膵疾患 基礎編 11 被包化膵壊死
（WON），応用編 11 被包化膵壊死
（WON）

187-190 向井健太郎，糸井　隆夫

27. D 膵疾患 基礎編 13 膵管癌 194-196 祖父尼　淳
28. D 膵疾患 基礎編 16 神経内分泌腫瘍の
膵管内進展

202-203 祖父尼　淳

29. D 膵疾患 基礎編 23 膵リンパ上皮嚢胞 219-221 殿塚　亮祐，糸井　隆夫
30. 門脈圧亢進症診療マニュアル－食道・
胃静脈瘤の診かたと治療－，第 I.　門
脈圧亢進症の病態，診断　6. 造影超音
波

南江堂，27-30, 2015 古市　好宏，森安　史典
（編：日本門脈圧亢進症学会）

31. year note  内科・外科編 2016，胆・膵
疾患（総論，各論），肝疾患（肝膿瘍）

メディックメディア，
2015

糸井　隆夫（編：岡庭　　豊*）

32. 内科系専門医試験 Quick Check 第 14
版（year note別冊付録），消化管疾患，
肝胆膵疾患

メディックメディア，
2015

糸井　隆夫

33. 第 109 回医師国家試験問題解説，
109E28，109E60-62，109H7，109I80

メディックメディア，
2015

糸井　隆夫（編：医療情報科学研究所）

34. 看護師・看護学生のためのレビュー
ブック 2016，胆道・膵臓分野

メディックメディア，
2015

糸井　隆夫（編：岡庭　　豊*）

35. クエスチョンバンク 看護師国家試験
問題集 Select 必修 2016，99P94-96

メディックメディア，
2015

糸井　隆夫（編：医療情報科学研究所）

36. 看護師国家試験対策模擬試験（クエス
チョンバンク 看護師国家試験問題集 
2016 別冊付録），必修・一般問題 7問
/ 状況設定問題 1問

メディックメディア，
2015

糸井　隆夫

37. 第 104回看護師国家試験問題解説（ク
エスチョン・バンク 看護師国家試験
問題解説 2016　別冊付録），104A041

メディックメディア，
2015

糸井　隆夫

38. ワシントン マニュアル 第 13版，19　
肝疾患，肝疾患の評価 /ウイルス性肝
炎 /薬物性肝障害 /アルコール性肝疾
患 /免疫性肝疾患 /胆汁うっ滞性肝疾
患の合併症 /代謝性肝疾患 /その他の
肝疾患 /急性肝不全 /慢性肝疾患 /肝
移植

メディカル・サイエンス・
インターナショナル，
675-730, 2015

中村　郁夫（監訳：髙久　史麿*，和田　　攻*）

39. これで納得！画像で見抜く消化器疾患 
Vol.4　胆道・膵臓，企画編集

医学書院，2015 糸井　隆夫

40. 医師国家試験のためのレビューブッ
ク内科・外科 2016-2017 第 11版，B
章 肝・胆・膵疾患　監修

メディックメディア，
2015

糸井　隆夫（編：国試対策問題編集委員会）
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41. NASH・NAFLDの診療ガイド 2015，
分担編集

文光堂，2015 中村　郁夫（編：日本肝臓学会）

42. 肝がん白書 平成 27年度，分担編集 一般社団法人日本肝臓学
会，2015

中村　郁夫（編：日本肝臓学会）

II.　学術論文
A1. Safety of gastroenterologist-guided seda-

tion with propofol for upper gastrointesti-
nal therapeutic endoscopy in elderly 
patients compared with younger patients

Gut Liver 9（1）：38-42, 
2015（IF=2）

Nonaka M,  Gotoda T,  Kusano C,  Fukuzawa M,  Itoi T,  
Moriyasu F

2. Endoscopic ultrasound-guided placement 
of plastic vs. bifl anged metal stents for 
therapy of walled-off  necrosis：a retro-
spective single-center series

Endoscopy 47（1）：47-55, 
2015（IF=5.634）

Mukai S,  Itoi T,  Baron TH*,  Sofuni A,  Itokawa F,  Kuri-
hara T*,  Tsuchiya T,  Ishii K,  Tsuji S,  Ikeuchi N,  Tanaka 
R,  Umeda J,  Tonozuka R,  Honjo M,  Gotoda T,  Mori-
yasu F,  Yasuda I*

3. Exploring the length of the common chan-
nel of pancreaticobiliary maljunction on 
magnetic resonance cholangiopancreatog-
raphy

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（1）：68-73, 2015
（IF=3.146）

Itokawa F,  Kamisawa T*,  Nakano T*,  Itoi T,  Hamada Y*,  
Ando H*,  Fujii H*,  Koshinaga T*,  Yoshida H*,  Tamoto E*,  
Noda T*,  Kimura Y*,  Maguchi H*,  Urushihara N*,  Horagu-
chi J*,  Morotomi Y*,  Sato M*,  Hanada K*,  Tanaka M*,  
Takahashi A*,  Yamaguchi T*,  Arai Y*,  Horiguchi A*,  Iga-
rashi Y*,  Inui K*；The Committee of Diagnostic Criteria 
of The Japanese Study Group on Pancreaticobiliary 
Muljunction

4. Mid-term outcome of endoscopic sphinc-
terotomy combined with large balloon 
dilation

J Gastroenterol Hepatol 30
（ 1）：2 2 3-2 2 9 ,  2 0 1 5
（IF=3.322）

Itokawa F,  Itoi T,  Sofuni A,  Kurihara T,  Tsuchiya T,  
Ishii K,  Tsuji S,  Ikeuchi N,  Umeda J,  Tanaka R,  Tono-
zuka R,  Honjyo M,  Moriyasu F,  Kasuya K,  Tsuchida A

5. Endoscopic nasogallbladder tube or stent 
placement in acute cholecystitis：a pre-
liminary prospective randomized trial in 
Japan（with videos）

Gastrointest Endosc 81
（ 1）：1 1 1-1 1 8 ,  2 0 1 5
（IF=6.217）

Itoi T,  Kawakami H*,  Katanuma A*,  Irisawa A*,  Sofuni A,  
Itokawa F,  Tsuchiya T,  Tanaka R,  Umeda J,  Ryozawa S*,  
Doi S*,  Sakamoto N*,  Yasuda I*

6. Restoration of natural killer cell activity 
by pegylated interferon-alpha/ribavirin 
therapy in chronic hepatitis C patient

Hepatol Res 45（1）：107-

112, 2015（IF=2.208）
Nakamura I,  Asano T*,  Asabe S*,  Ando M,  Sano T,  
Miyata Y,  Taira J,  Sugimoto K,  Imai Y,  Moriyasu F,  
Imawari M*

7. Novel ex vivo model for hands-on teach-
ing of and training in EUS-guided biliary 
drainage：creation of “Mumbai EUS” 
stereolithography/3D printing bile duct 
prototype（with videos）

Gastrointest Endosc 81
（ 2）：4 4 0-4 4 6 ,  2 0 1 5
（IF=6.217）

Dhir V*,  Itoi T,  Fockens P*,  Perez-Miranda M*,  Khashab 
MA*,  Seo DW*,  Yang AM*,  Lawrence KY*,  Maydeo A*

8. Expanding endoscopic interventions for 
pancreatic pseudocyst and walled-off 
necrosis

J Gastroenterol 50（2）：
211-220, 2015（IF=4.414）

Mukai S,  Itoi T,  Sofuni A,  Itokawa F,  Kurihara T,  
Tsuchiya T,  Ishii K,  Tsuji S,  Ikeuchi N,  Tanaka R,  
Umeda J,  Tonozuka R,  Honjo M,  Gotoda T,  Moriyasu F

9. Demonstration of the usefulness of epi-
genetic cancer risk prediction by a multi-
centre prospective cohort study

G u t  6 4（3）：3 8 8-3 9 6 , 
2015（IF=14.921）

Asada K*,  Nakajima T*,  Shimazu T*,  Yamamichi N*,  
Maekita T*,  Yokoi C*,  Oda I*,  Ando T*,  Yoshida T*,  Nanjo 
S*,  Fujishiro M*,  Gotoda T,  Ichinose M*,  Ushijima T*

10. Clinical impact of gastroenterologist-
administered propofol during esophago-
gastroduodenoscopy：a randomized com-
parison at a single medical clinic

Gastric Cancer 18（2）：
326-331, 2015（IF=4.404）

Yamamoto H*,  Gotoda T,  Nakamura T*,  Yamamoto T*,  
Kikuchi H*,  Kitamura M* Itoi T,  Moriyasu F

11. Feasibility of non-anesthesiologist-
administered propofol sedation for emer-
gency endoscopic retrograde cholangio-
pancreatography

Gastroenterol Res Pract, 
685476, 2015（IF=1.742）

Ikeuchi N,  Itoi T,  Gotoda T,  Kusano C,  Kono S,  
Kamada K,  Tsuchiya T,  Tominaga N,  Mukai S,  Mori-
yasu F
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12. Surveillance of short-segment Barrett’s 
esophagus using ultrathin transnasal 
endoscopy

J Gastroenterol Hepatol 30 
Suppl 1：41-45, 2015
（IF=3.322）

Sugimoto H,  Kawai T,  Naito S,  Yanagizawa K,  Yamagi-
shi T,  Fukuzawa M,  Yagi K,  Matsubayashi J,  Nagao T,  
Tomiyama H,  Hoshino S,  Tsuchida A,  Moriyasu F

13. Assessment of various types of US fi nd-
ings after irreversible electroporation in 
porcine liver：comparison with radiofre-
quency ablation

J Vasc Interv Radiol 26
（ 2）：2 7 9-2 8 7 ,  2 0 1 5
（IF=2.57）

Sugimoto K,  Moriyasu F,  Kobayashi Y,  Kasuya K,  
Nagakawa Y,  Tsuchida A,  Hara T,  Iobe H,  Oshiro H

14. Initial evaluation of a new plastic pancre-
atic duct stent for endoscopic ultrasonog-
raphy-guided placement

Endoscopy 47（5）：462-

465, 2015（IF=5.634）
Itoi T,  Sofuni A,  Tsuchiya T,  Ishii K,  Ikeuchi N,  Tanaka 
R,  Umeda J,  Tonozuka R,  Honjo M,  Mukai S,  
Takayama T,  Moriyasu F

15. Bench-top testing of suction forces gener-
ated through endoscopic ultrasound-

guided aspiration needles

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（5）：379-385, 2015
（IF=3.146）

katanuma A*,  Itoi T,  Baron TH*,  Yasuda I*,  Kin T*,  Yane 
K*,  Maguchi H*,  Yamazaki H*,  Sano I*,  Minami R*,  Sen-

Yo M*,  Ikarashi S*,  Osanai M*,  Takahashi K*

16. New fully covered large-bore wide-fl are 
removable metal stent for drainage of 
pancreatic fl uid collections - Results of a 
multicenter study

Dig Endosc 27（4）：499-

504, 2015（IF=2.715）
Bapaye A*,  Itoi T,  Kongkam P*,  Dubale N*,  Mukai S

17. Multicenter comparative evaluation of 
endoscopic placement of expandable 
metal stents for malignant distal common 
bile duct obstruction by ERCP or EUS-

guided approach

Gastrointest Endosc 81
（ 4）：9 1 3-9 2 3 ,  2 0 1 5
（IF=6.217）

Dhir V*,  Itoi T,  Khashab MA*,  Park do H*,  Yuen Bun Teoh 
A*,  Attam R*,  Messallam A*,  Varadarajulu S*,  Maydeo A*

18. EUS-guided drainage of hepatic abscess 
and infected biloma using short and long 
metal stents（with videos）

Gastrointest Endosc 81
（6）：1463-1469, 2015
（IF=6.217）

Tonozuka R,  Itoi T,  Tsuchiya T,  Sofuni A,  Ishii K,  Ikeu-
chi N,  Umeda J,  Tanaka R,  Mukai S,  Gotoda T,  Mori-
yasu F

19. Clinical evaluation of endoscopic ultraso-
nography-guided drainage using a novel 
fl ared-type bifl anged metal stent for pan-
creatic fl uid collection

Endosc Ultrasound 4（2）：
120-125, 2015（IF=2.794）

Mukai S,  Itoi T,  Sofuni A,  Tsuchiya T,  Gotoda T,  Mori-
yasu F

20. Tips and tricks in endoscopic papillec-
tomy of ampullary tumors：single-center 
experience with large case series（with 
videos）

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（6）：E22-27, 2015
（IF=3.146）

Tsuji S,  Itoi T,  Sofuni A,  Mukai S,  Tonozuka R,  Mori-
yasu F

21. Irreversible electroporation for nonther-
mal tumor ablation in patients with hepa-
tocellular carcinoma：initial clinical 
experience in Japan

Jpn J Radiol 33（7）：424-

432, 2015（IF=0.874）
Sugimoto K,  Moriyasu F,  Kobayashi Y,  Saito K,  Takeu-
chi H,  Ogawa S,  Ando M,  Sano T,  Mori T,  Furuichi Y,  
Nakamura I

22. A newly designed plastic stent for EUS-

guided hepaticogastrostomy：a prospec-
tive preliminary feasibility study（with 
videos）

Gastrointest Endosc 82
（ 2）：3 9 0-3 9 6 ,  2 0 1 5
（IF=6.217）

Umeda J,  Itoi T,  Tsuchiya T,  Sofuni A,  Itokawa F,  Ishii 
K,  Tsuji S,  Ikeuchi N,  Kamada K,  Tanaka R,  Tonozuka 
R,  Honjo M,  Mukai S,  Fujita M,  Moriyasu F

23. Clinical impact of endoscopy position 
detection unit（UPD-3）for a non-

sedated colonoscopy

World J Gastroenterol 21
（16）：4903-4910, 2015
（IF=2.787）

Fukuzawa M,  Uematsu J,  Kono S,  Suzuki S,  Sato T,  
Yagi N,  Tsuji Y,  Yagi K,  Kusano C,  Gotoda T,  Kawai T,  
Moriyasu F

24. Randomized controlled trial comparing 
gastric cancer screening by gastrointesti-
nal X-ray with serology for Helicobacter 
pylori and pepsinogens followed by gas-
trointestinal endoscopy

Gastric Cancer 18：605-

611, 2015（IF=4.404）
Gotoda T,  Ishikawa H*,  Ohnishi H*,  Sugano K*,  Kusano C,  
Yokoi C*,  Matsuyama Y*,  Moriyasu F
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25. The close linkage between the elasticity 
modulus measured by real-time mapping 
shear wave elastography and the presence 
of hepatocellular carcinoma in patients 
with a sustained virological response to 
interferon for chronic hepatitis C

J Med Ultrasonics 42：
341-347, 2015（IF=0.615）

Imai Y,  Taira J,  Okada M,  Ando M,  Sano T,  Miyata Y,  
Sugimoto K,  Nakamura I,  Moriyasu F

26. Value of shear wave elastography for pre-
dicting hepatocellular carcinoma and 
esophagogastric varices in patients with 
chronic liver disease

J Med Ultrasonics 42：
349-355, 2015（IF=0.615）

Kasai Y,  Moriyasu F,  Saito K,  Hara T,  Kobayasi Y,  
Nakamura I,  Sugimoto K

27. Curative endoscopic submucosal dissec-
tion of large nonpolypoid superfi cial neo-
plasms in ulcerative colitis（with videos）

Gastrointest Endosc 82
（ 4）：7 3 4-7 3 8 ,  2 0 1 5
（IF=6.217）

Lacopini F*,  Saito Y,  Yamada M*,  Grossi C*,  Rigato P*,  
Costamagna G*,  Gotoda T,  Matsuda T*,  Scozzarro A*

28. Growth Patterns of signet ring cell carci-
noma of the stomach for endoscopic 
resection

Gut Liver 9（6）：720-726, 
2015（IF=2）

Kim H*,  Kim JH*,  Lee YC*,  Kim H*,  Youn YH*,  Park H*,  
Choi SH*,  Noh SH*,  Gotoda T

29. Eff ectiveness of the J-Tip guidewire for 
selective biliary cannulation compared to 
conventional guidewires（The JANGLE 
Study）

Dig Dis Sci 60（8）：2502-

2508, 2015（IF=2.516）
Tsuchiya T,  Itoi T,  Maetani I*,  Shigoka H*,  Ikeuchi N,  
Umeda J,  Sofuni A,  Itokawa F,  Ishii K,  Kurihara T,  
Tsuji S,  Tanaka R,  Tonozuka R,  Honjyo M,  Mukai S,  
Moriyasu F

30. Association of gastric cancer risk factors 
with DNA methylation levels in gastric 
mucosa of healthy Japanese：a cross-sec-
tional study

Carcinogenesis 36（11）：
1 2 9 1-1 2 9 8 ,  2 0 1 5
（IF=4.874）

Shimazu T*,  Asada K*,  Charvat H*,  Kusano C,  Otake Y*,  
Kakugawa Y*,  Watanabe H*,  Gotoda T,  Ushijima T*,  Tsu-
gane S*

31. Diff erences in the endoscopic detection 
rates of Barrett’s esophagus using the Jap-
anese and Western criteria：a pilot study

Esophagus, pp 1-5, First 
online：.1.February 2015
（IF=0.386）

Kusano C,  Gotoda T,  Kaltenbach T*,  Soetikno R*,  Mori-
yasu F

32. Morphologic and histologic changes in 
gastric adenomas after helicobacter pylori 
eradication：A long-term prospective 
analysis

Helicobacter 20（6）：431-

437, 2015（IF=3.92）
Suzuki S,  Gotoda T,  Suzuki H,  Kono S,  Iwatsuka K,  
Kusano C,  Oda I,  Sekine S,  Moriyasu F

33. 胃内視鏡的粘膜下層剥離術における
デンタルフロス付きクリップ牽引法
の有効性について

Progress of Digestive　
Endoscopy 87（1）：40-44, 
2015

古賀　幹教，鈴木　　翔，佐藤　丈征，草野　　央，
福澤　誠克，後藤田卓志，森安　史典

34. 食事による肝硬度の変化　shear wave 
elastographyによる検討

肝臓クリニカルアップ
デ ー ト 1（1）：115-117, 
2015

杉本　勝俊，竹内　啓人，小川　沙織，安藤　真弓，
佐野　隆友，平良　淳一，小林　功幸，今井　康晴，
中村　郁夫，齋藤　和博，森安　史典

B1. Highlights of topic “Creations and inno-
vations in interventional endoscopy

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（1）：1-2, 2015

Itoi T

2. Current status and perspective of endo-
scopic ultrasonography-guided gastrojeju-
nostomy：endoscopic ultrasonography-

g u i d e d  d o u b l e-b a l l o o n-o c c l u d e d 
gastrojejunostomy（with videos）

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（1）：3-11, 2015

Itoi T,  Ishii K,  Tanaka R,  Umeda J,  Tonozuka R

3. Guidelines for sedation in gastroentero-
logical endoscopy

Dig Endosc 27（4）：435-

449, 2015
Obara K*,  Haruma K*,  Irisawa A*,  Kaise M*,  Gotoda T,  
Sugiyama M*,  Tanabe S*,  Horiuchi A*,  Fujita N*,  Ozaki M*,  
Yoshida M*,  Matsui T*,  Ichinose M*,  Kaminishi M*

4. The desired balance between treatment 
and curability in treatment planning for 
early gastric cancer

Gastrointestinal Endoscopy 
82（2）：308-310, 2015

Gotoda T,  Yang HK*

5. EUS-guided gastroenterostomy：a new 
promising technique in evolution

Gastrointest Endosc 81
（5）：1234-1236, 2015

Khashab MA*,  Baron TH*,  Binmoeller KF*,  Itoi T
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6. Pancreaticobiliary maljunction and biliary 
cancer

J Gastroenterol 50（3）：
273-279, 2015

Kamisawa T*,  Kuruma S*,  Tabata T*,  Chiba K*,  Iwasaki S*,  
Koizumi S*,  Kurata M*,  Honda G*,  Itoi T

7. Technical tips and troubleshooting of 
endoscopic biliary drainage for unresect-
able malignant hilar biliary obstruction

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（4）：E12-21, 2015

Kawakami H*,  Itoi T,  Kuwatani M*,  Kawakubo K*,  
Kubota Y*,  Sakamoto N*

8. Diagnostic potential of endoscopic ultra-
sonography-elastography for gastric sub-
mucosal tumors

Dig Endosc 27 Suppl 1：
23, 2015

Azuma M*,  Kusano C,  Gotoda T

9. Japanese guidelines for the management 
of acute pancreatitis：Japanese Guidelines 
2015

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（6）：405-432, 2015

Yokoe M*,  Takada T*,  Mayumi T*,  Yoshida M*,  Isaji S*,  
Wada K*,  Itoi T,  Sata N*,  Gabata T*,  Igarashi H*,  Kataoka 
K*,  Hirota M*,  Kadoya M*,  Kitamura N*,  Kimura Y*,  Kiri-
yama S*,  Shirai K*,  Hattori T*,  Takeda K*,  Takeyama Y*,  
Hirota M*,  Sekimoto M*,  Shikata S*,  Arata S*,  Hirata K*

10. Revised Japanese guidelines for the man-
agement of acute pancreatitis 2015：
revised concepts and updated points

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（6）：433-445, 2015

Isaji S*,  Takada T*,  Mayumi T*,  Yoshida M*,  Wada K*,  
Yokoe M*,  Itoi T,  Gabata T*

11. Endoscopic biopsies from gastrointestinal 
carcinomas and their suitability for molec-
ular analysis：a review of the literature 
and recommendations for clinical practice 
and research

Histopathology 67（2）：
147-157, 2015

Hale MD*,  Gotoda T,  Hayden JD*,  Grabsch HI*

12. EUS-guided biliary drainage：an alterna-
tive to percutaneous transhepatic puncture

Gastrointest Interv 4：　
31-39, 2015

Ikeuchi N,  Itoi T

13. Current status of preoperative biliary 
drainage

J Gastroenterol 50（9）：
940-954, 2015

Umeda J,  Itoi T

14. Can image-enhanced cholangioscopy dis-
tinguish benign from malignant lesions in 
the biliary duct?

Best Pract Res Clin Gas-
troenterol 29（4）：611-

625, 2015

Ishida Y*,  Itoi T,  Okabe Y*

15. EUS-guided biliary drainage Gastrointest Endosc 82
（6）：993-1001, 2015

Khashab MA*,  Levy MJ*,  Itoi T,  Artifon EL*

16. Can endoscopic atrophy predict histologi-
cal atrophy? Historical study in United 
Kingdom and Japan

World J Gastroenterol 21
（46）：13113-13123, 2015

Kono S,  Gotoda T,  Yoshida S*,  Oda I*,  Kondo H*,  Gatta 
L*,  Naylor G*,  Dixon M*,  Moriyasu F,  Axon A*

17. TOKYO criteria 2014 for transpapillary 
biliary stenting

Dig Endosc 27（2）：259-

264, 2015
Isayama H*,  Hamada T*,  Yasuda I*,  Itoi T,  Ryozawa S*,  
Nakai Y*,  Kogure H*,  Koike K*

18. Endoscopic ultrasonography guided drain-
age：summary of consortium meeting, 
May 21, 2012, San Diego, California

World J Gastroenterol 21
（3）：726-741, 2015

Kahaleh M*,  Artifon EL*,  Perez-Miranda M*,  Gaidhane M*,  
Rondon C*,  Itoi T,  Giovannini M*

19. 胆道鏡を用いた胆管疾患の診断・治療
の現状と展望

Gastroenterological Endos-
copy 57（4）：1135-1149, 
2015

鎌田健太郎，糸井　隆夫，森安　史典

20. 膵インターベンションの最前線：切除
不能膵癌に対する強力集束超音波治
療

膵 臓 30（2）：199-209, 
2015

祖父尼　淳，森安　史典，佐野　隆友，藤田　　充，
糸川　文英，土屋　貴愛，辻　修二郎，石井健太郎，
池内　信人，鎌田健太郎，田中　麗奈，梅田　純子，
殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，糸井　隆夫

21. 膵インターベンションの最前線：膵癌
の IRE（Irreversible electroporation）治
療

膵 臓 30（2）：210-218, 
2015

森安　史典，糸井　隆夫，氷川　裕一，土田　明彦

22. 各種胆道ドレナージ法の役割と評価：
悪性胆管・十二指腸閉塞に対する内視
鏡的ダブルステンティング

日本腹部救急医学会雑誌 
35（3）：247-253, 2015

殿塚　亮祐，糸井　隆夫，祖父尼　淳，糸川　文英，
土屋　貴愛，石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，
鎌田健太郎，田中　麗奈，梅田　純子，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典
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23. 膵臓癌のリスクファクター：膵臓癌早
期発見のストラテジー

日 消 誌 112（8）：1484-

1491, 2015
祖父尼　淳，糸井　隆夫，土屋　貴愛，辻　修二郎，
鎌田健太郎，池内　信人，田中　麗奈，梅田　純子，
殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，
山本健治郎，森安　史典

24. EST診療ガイドライン Gastroenterological Endos-
copy 57（12）：2723-2759, 
2015

良沢　昭銘*，糸井　隆夫，潟沼　朗生*，岡部　義信*，
加藤　博也*，洞口　　淳*，藤田　直孝*，安田健治朗*，
露口　利夫*，藤本　一眞*

25. 先天性胆道拡張症の診断基準 2015 胆 道 29（5）：870-873, 
2015

濱田　吉則*，安藤　久實*，神澤　輝実*，糸井　隆夫，
漆原　直人*，越永　従道*，齋藤　　武*，藤井　秀樹*，
諸冨　嘉樹*，日本膵・胆道合流異常研究会，日本膵・
胆管合流異常研究会診断基準検討委員会

C1. Therapeutic endoscopic retrograde chol-
angiopancreatography using a large dilat-
ing balloon in a patient with upside-down 
stomach and bile duct stones（with 
video）

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（2）：177-179, 2015

Itoi T,  Watanabe H*,  Gotoda T,  Tsuda H*,  Ootaka H*

2. Case study to assess the safety of irrevers-
ible electroporation near the heart

Springerplus 4：74, 2015 Sugimoto K,  Moriyasu F,  Takeuchi H,  Ando M,  Sano T,  
Mori T,  Furuichi Y,  Kobayashi Y,  Nakamura I

3. EUS-guided choledochojejunostomy with 
a lumen-apposing metal stent in a post-
Whipple patient

Gastrointest Endosc 81
（5）：1259-1260, 2015

Itoi T,  Ikeuchi N,  Tonozuka R,  Mukai S,  Sofuni A

4. Pulsating pseudoaneurysm in a walled-off  
necrosis

Gastrointest Endosc 81
（5）：1262, 2015

Mukai S,  Itoi T,  Tsuchiya T,  Ishii K,  Tonozuka R

5. Successful extraction of a carelessly 
impacted bile duct stone using sphinctero-
tome

Gastrointest Endosc 81
（6）：1486-1487, 2015

Mukai S,  Itoi T,  Kamada K,  Tanaka R,  Ishii K

6. Severe acute cholangitis with complica-
tions of bacterial meningitis associated 
with hearing loss

Intern Med 54（14）：1757-

1760, 2015
Yamamoto K,  Gotoda T,  Kusano C,  Liu J*,  Yasuda T*,  
Itoi T,  Moriyasu F

7. One-step EUS-guided gastrojejunostomy 
with use of lumen-apposing metal stent 
for aff erent loop syndrome treatment

Gastrointest Endosc 82
（1）：166, 2015

Ikeuchi N,  Itoi T,  Tsuchiya T,  Nagakawa Y,  Tsuchida A

8. 十二指腸病変の内視鏡治療における
ポリグリコール酸シートとフィブリ
ン糊による被蓋法の経験

Progress of Digestive　
Endoscopy 87（1）：150-

153, 2015

阿部　正和，草野　　央，鈴木　　翔，古賀　幹教，
河野　　真，佐藤　丈征，桑田　直子，福澤　誠克，
後藤田卓志，森安　史典

9. H.pylori除菌 16年後に診断され，ESD
にて切除し得た幽門前庭部癌の 1例

Progress of Digestive　
Endoscopy 86（1）：7, 146-

147, 2015

山城　奈々 ,  後藤田卓志，阿部　正和，勝呂　麻弥，
古賀　幹教，河野　　真，鈴木　　翔，佐藤　丈征，
桑田　直子，辻　雄一郎，八木　健二，草野　　央，
福澤　誠克，河合　　隆，松林　　純，森安　史典

10. 小葉間胆管由来が考えられたいわゆ
る細胆管細胞癌の 1症例

Liver Cancer 21：65-70, 
2015

岩塚　邦生 ,  杉本　勝俊，竹内　啓人，安藤　真弓，
佐野　隆友，森　　俊文，古市　好宏，小林　功幸，
中村　郁夫，吉田　真希，長尾　俊孝，粕谷　和彦，
土田　明彦，福里　利夫*，近藤　福男*，森安　史典

11. 肝血管腫として 2年間の経過観察期間
を経て手術に至った慢性 B型肝炎に
発生した細胆管細胞癌の 1例

肝臓クリニカルアップ
デ ー ト 1（1）：131-136, 
2015

笠原　健大，中島　哲史，瀧下　智恵，佐原　八束，
細川　勇一，永川　裕一，粕谷　和彦，勝又　健次，
宮田　祐樹，森安　史典，長尾　俊孝，土田　明彦

D1. 画像解説：遠位胆管進展を伴った乳頭
部腺腫の 1切除例

胆 道 29（2）：310-314, 
2015

辻　修二郎，糸井　隆夫，氷川　裕一，土屋　貴愛

2. 胆道専門医講座（9）十二指腸乳頭部
腫瘍 第 3回 十二指腸乳頭部腫瘍の内
視鏡治療　十二指腸乳頭部腫瘍に対
する内視鏡的乳頭切除術

Gastroenterological Endos-
copy 57（11）：2551-2559, 
2015

辻　修二郎，糸井　隆夫，氷川　裕一，土屋　貴愛
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3. 資料：小児消化器内視鏡検査の前処
置・鎮静・スコープ選択における専門
施設実態調査

Progress of Digestive 
Endoscopy 87（1）：26-27, 
2015

石毛　　崇*，新井　勝大*，糸井　隆夫，井上　幹大*，
及川　愛里*，角田　文彦*，工藤　孝広*，齋藤　　武*，
田川　　学*，萩原真一郎*，堀内　　朗*，米沢　俊一*，
村越　孝次*，柳　　忠宏*，矢野　智則*，山田　寛之*，
横山　孝二*，余田　　篤*，中山　佳子*

III.　学術刊行物
A1. 第 2章 肝臓の研究・診断・治療の発
展と肝臓学会の貢献　肝線維化研究
の進歩と治療の展望　超音波診断の
進歩

日本肝臓学会創立 50周
年記念誌，205-211, 2015

森安　史典

2. 腸内細菌の最近の研究 東医大誌 73（1）：16-17, 
2015

後藤田卓志

3. 膵・胆道癌診療の新時代へ－診断と治
療の新たな展開－：セルフチェック可
能な膵癌診断法の開発－メタボロー
ム解析を用いた膵癌へのアプロー
チ－

胆 と 膵 36（2）：99-104, 
2015

砂村　眞琴，糸井　隆夫，梅田　純子，高野　公徳，
千葉　斉一，河地　茂行，島津　元秀，杉本　昌弘*

4. 膵癌診療 Update：膵癌の早期診断は可
能か

医学のあゆみ 252（8）：
857-860, 2015

糸井　隆夫，祖父尼　淳，砂村　真琴

5. 小児の消化器内視鏡診療　小児内視
鏡検査の実際と注意点　胆膵

臨牀消化器内科 30（3）：
347-352, 2015

糸井　隆夫，祖父尼　淳，糸川　文英，土屋　貴愛，
石井健太郎，池内　信人

6. 肝癌の治療　内科的治療　局所凝固
療法　我が国における肝癌 HIFU治療
の現在

日本臨床 73巻増刊 1 最
新肝癌学－基礎と臨床の
最新研究動向－：627-

630, 2015

佐野　隆友，森安　史典

7. 胆道癌 II各論 腺癌 胆嚢癌　診断：診
断のアルゴリズム

日本臨牀 73巻増刊 3 膵
癌・胆道癌－基礎と臨床
の最新研究動向－：557-

560, 2015

土屋　貴愛，糸井　隆夫，森安　史典

8. 胆道癌 II各論 腺癌 胆嚢癌　診断：診
断の実際

日本臨牀 73巻増刊 3 膵
癌・胆道癌－基礎と臨床
の最新研究動向－：561-

566, 2015

鎌田健太郎，糸井　隆夫，森安　史典

9. べからず集 2015 「胃・十二指腸」べか
らず：早期胃癌－こんな症例 ESDす
るべからず

消化器内視鏡 27（2）：
221-223, 2015

鈴木　　翔，後藤田卓志，森安　史典

10. べからず集 2015 「胆膵」1.ERCP－べ
からず：ERCP後膵炎予防

消化器内視鏡 27（2）：
314-316, 2015

祖父尼　淳，糸井　隆夫，森安　史典

11. 消化器疾患の病態生理：ペプシノゲン
値による H. pylori感染・胃炎診断に
関する検討

Progress in Medicine 35
（3）：472-473, 2015

内藤咲貴子，河合　　隆，桑田　直子，杉本　弥子，
福澤　麻理，福澤　誠克，山岸　哲也，植松　淳一，
佐藤　丈征，八木　健二，森安　史典

12. 胆膵 EUS-FNAのエビデンス 2015－
この 5年間の進歩－：胆管ドレナージ
およびランデブー法

胆 と 膵 36（4）：355-361, 
2015

土屋　貴愛，糸井　隆夫，祖父尼　淳，糸川　文英，
石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，
田中　麗奈，梅田　純子，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典

13. 胆膵 EUS-FNAのエビデンス 2015－
この 5年間の進歩－：EUSガイド下胃
空腸吻合術

胆 と 膵 36（4）：383-385, 
2015

糸井　隆夫，祖父尼　淳，石井健太郎，土屋　貴愛，
辻　修二郎，池内　信人，田中　麗奈，梅田　純子，
本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，鎌田健太郎，
糸川　文英，森安　史典

14. ここまでできる！消化器内視鏡治療：
早期胃がんに対する ESD

成人病と生活習慣病 45
（3）：322-328, 2015

草野　　央，後藤田卓志
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15. ここまでできる !消化器内視鏡治療：
内視鏡的胆道ドレナージ

成人病と生活習慣病 45
（3）：387-394, 2015

鎌田健太郎，糸井　隆夫

16. がん局所治療 個別化のバリエーショ
ンを求めて：膵胆道癌における Inter-
ventional Endoscopyの新展開

癌の臨床 61（2）：85-88, 
2015

糸井　隆夫

17. 内科疾患の診断基準・病型分類・重症
度：第 2章 消化器　胃がん

内 科 115（6）：951-954, 
2015

河野　　真，後藤田卓志，森安　史典

18. 肝胆膵イメージング 画像が映す分子
病理：肝疾患　超音波 Elastography　
いかなるミクロ所見を反映するのか ?

肝 胆 膵 70（4）：559-566, 
2015

杉本　勝俊，森安　史典

19. 新 膵癌治療－アブラキサン・FOL-
FIRINOXをどう使うか：膵癌に対す
る強力集束超音波（HIFU）療法－適
応と治療効果－

肝 胆 膵 71（1）：127-137, 
2015

祖父尼　淳，佐野　隆友，藤田　　充，糸井　隆夫，
森安　史典

20. わかりやすい消化器癌治療のコンセ
ンサス：胆道癌の診断と治療　胆道癌
の最新の画像診断　超音波検査　対
外式超音波および超音波内視鏡を中
心に

消化器外科 38（5）：757-

764, 2015
藤田　　充，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
石井健太郎，池内　信人，鎌田健太郎，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，
森安　史典

21. 早わかり 消化器内視鏡関連ガイドラ
インのすべて：胆膵　急性胆管炎・胆
嚢炎診療ガイドライン

消化器内視鏡 27（3）：
551-557, 2015

向井俊太郎，糸井　隆夫，森安　史典

22. 酸関連疾患 酸関連疾患治療薬の有用
性　酸分泌抑制薬：H2受容体拮抗薬・
プロトンポンプ阻害薬

日 本 臨 牀 73（7）：1159-

1162, 2015
河合　　隆，八木　健二，森安　史典

23. 消化器疾患の治療・検査で使われる
薬・休薬する薬：内視鏡検査・治療時
の鎮静における基礎知識と最近の動
向

消化器最新看護 20（3）：
82-88, 2015

河野　　真 ,  後藤田卓志

24. PPIの新展開：新規薬剤によって治療
はどう変わるか　NSAIDs・低用量ア
スピリン潰瘍に対するボノプラザン
の効果と使い方

消化器の臨床 18（3）：
304-306, 2015

河合　　隆，福澤　麻理，山岸　哲也，八木　健二，
森安　史典

25. 急性胆道炎－TG13：Updated Tokyo 
Guidelinesに基づいた診療の現況：胆
嚢ドレナージ

臨牀消化器内科30（10）：
1327-1334, 2015

向井俊太郎，糸井　隆夫

26. 膵癌診療の最前線：膵癌の画像診断－
CT/MRI-MDCTを中心に－

消 化 器 外 科 38（10）：
1417-1427, 2015

藤田　　充，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，
山本健治郎，森安　史典

27. 処置具を使いこなす：消化管ポリペク
トミー・EMR　胃ポリペクトミー・
EMR　胃ポリペクトミー・EMRに使
用する処置具を使いこなすコツ

消化器内視鏡 27（8）：
1260-1262, 2015

八木　健二，河合　　隆，内藤咲貴子，桑田　直子

28. 処置具を使いこなす：消化管穿孔・瘻
孔閉鎖　ESD術中穿孔に用いる処置
具を使いこなすコツ

消化器内視鏡 27（8）：
1366-1369, 2015

古賀　幹教，鈴木　　翔，阿部清一郎*，滝沢　耕平*，
後藤田卓志

29. 生検を極める：EUS-FNAの基本 消化器内視鏡 27（6）：
918-925, 2015

殿塚　亮祐，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，鎌田健太郎，田中　麗奈，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典
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30. 膵における超音波検査を今見直す：膵
病変に対する EUS-elastographyの実際
と展望

胆 と 膵 36（7）：699-705, 
2015

殿塚　亮祐，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，田中　麗奈，
梅田　純子，本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，
山本健治郎，森安　史典

31. カリウムイオン競合型アシッドブ
ロッカー（ボノプラザン）の基礎と臨
床：<臨床編 >ボノプラザンの効果　
既存の酸分泌抑制薬は不要か　低用
量アスピリン潰瘍に対するボノプラ
ザンの効果と使い方

Progress in Medicine 35
（8）：1307-1309, 2015

河合　　隆，福澤　麻理，山岸　哲也，八木　健二，
森安　史典，星野　澄人，土田　明彦

32. EUS下胆道ドレナージ～EUS-BDの
安全な導入へ向けて～：EUS-HGSの
適応と手技の実際

胆 と 膵 36（8）：739-742, 
2015

土屋　貴愛，糸井　隆夫，祖父尼　淳，辻　修二郎，
池内　信人，鎌田健太郎，田中　麗奈，梅田　純子，
殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，
山本健治郎，森安　史典

33. 膵癌診療の最前線：膵癌の画像診断　
CT/MRI-MDCTを中心に

消 化 器 外 科 38（10）：
1417-1427, 2015

藤田　　充，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，
山本健治郎，森安　史典

34. 膵癌診療ガイドライン－グローバル・
スタンダードへの潮流－：膵癌におけ
る胆道ドレナージ

胆 と 膵 36（9）：873-881, 
2015

池内　信人，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，田中　麗奈，梅田　純子，殿塚　亮祐，
本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，山本健治郎，
森安　史典

35. 先天性胆道拡張症の診断基準 2015
（案）

日本膵・胆管合流異常研
究会プロシーディングス 
38：30-35, 2015

濱田　吉則*，安藤　久實*，糸井　隆夫，漆原　直人*，
神澤　輝実*，越永　従道*，齋藤　　武*，藤井　秀樹*，
諸冨　嘉樹*，日本膵・胆管合流異常研究会診断基準
検討委員会

36. ERCPマスターへのロードマップ：処
置具の最新情報 診療報酬からみた胆
膵内視鏡手技と ERCP関連手技処置具
の up-to-date

胆と膵 36 臨増特大号：
903-916, 2015

祖父尼　淳，糸井　隆夫，土屋　貴愛，辻　修二郎，
鎌田健太郎，池内　信人，田中　麗奈，梅田　純子，
殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，
山本健治郎，森安　史典

37. ERCPマスターへのロードマップ：基
本編　EPLBD（+EST）+胆管結石除
去

胆と膵 36 臨増特大号：
941-945, 2015

糸川　文英，糸井　隆夫，土屋　貴愛，祖父尼　淳，
辻　修二郎，池内　信人，田中　麗奈，梅田　純子，
殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，森安　史典

38. ERCPマスターへのロードマップ：応
用編　プレカット

胆と膵 36 臨増特大号：
987-995, 2015

糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，辻　修二郎，
池内　信人，田中　麗奈，梅田　純子，鎌田健太郎，
殿塚　亮祐，向井俊太郎，藤田　　充，山本健治郎，
森安　史典

39. ERCPマスターへのロードマップ：応
用編 内視鏡的乳頭切除術

胆と膵 36 臨増特大号：
1015-1020, 2015

辻　修二郎，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
鎌田健太郎，田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，山本健治郎，森安　史典

40. ERCPマスターへのロードマップ：応
用編　Roux-en-Y再建術を中心とし
た，術後腸管再建症例に対するシング
ルバルーン内視鏡を用いた ERCP

胆と膵 36 臨増特大号：
1027-1038, 2015

殿塚　亮祐，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，田中　麗奈，
梅田　純子，本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，
山本健治郎，森安　史典

41. ERCPマスターへのロードマップ：ト
ラブルシューティング編　EST後合併
症（出血，穿孔）

胆と膵 36 臨増特大号：
1059-1063, 2015

田中　麗奈，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，鎌田健太郎，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，山本健治郎，森安　史典

42. 今知っておきたい！内科最新トピッ
クス：肝・胆・膵　胆膵疾患に対する
内視鏡的診断・治療はこの数年で何が
進歩したのか

内科 116（6）：1122-1126, 
2015

辻　修二郎，糸井　隆夫，森安　史典
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43. 副乳頭と副膵管の知られざる魅力：内
視鏡的副乳頭切開・切除

胆 と 膵 36（11）：1271-

1274, 2015
土屋　貴愛，糸井　隆夫，祖父尼　淳，辻　修二郎，
池内　信人，鎌田健太郎，田中　麗奈，梅田　純子，
殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，
山本健治郎，森安　史典

44. 胆嚢・胆管と膵臓の画像診断 update 
病理・画像・治療の triangle：胆道疾
患の内視鏡的診断と治療

臨床画像 31（11）：1315-

1323, 2015
向井俊太郎，糸井　隆夫

45. 外科医に求められる積極的緩和医療-

延命と症状緩和の狭間で：臓器別　緩
和手術・処置の実際 胆道癌・膵癌に
おける緩和手術　内視鏡的緩和処置

臨床外科 70（13）：1477-

1482, 2015
山本健治郎，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，鎌田健太郎，田中　麗奈，殿塚　亮祐，
本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典

46. 血便をみたら：血便をきたす疾患の特
徴・内視鏡像と対処法　急性出血性直
腸潰瘍・宿便性潰瘍

消化器内視鏡 27（10）：
1649-1654, 2015

福澤　誠克，今井　康晴，森安　史典

47. Diffi  cult stoneへの挑戦-内視鏡的胆管
結石治療：胆管結石に対する EHL，
Ho-YAG Laser Lithotripsy, ESWLを用
いた治療の実際と有用性

消化器内視鏡 27（12）：
1946-1952, 2015

殿塚　亮祐，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，鎌田健太郎，田中　麗奈，本定　三季，
向井俊太郎，森安　史典

48. 病理像から読みとる膵・胆道画像診断
のコツ：病理像をイメージ膵・胆道画
像診断の実際　病理像と画像診断と
の対比　膵乏血性腫瘍の画像診断

胆 と 膵 36（12）：1319-

1324, 2015
本定　三季，糸井　隆夫，祖父尼　淳，辻　修二郎，
土屋　貴愛，池内　信人，梅田　純子，田中　麗奈，
殿塚　亮祐，向井俊太郎，藤田　　充，山本健治郎，
森安　史典

49. 注目の新薬　タケキャブ（ボノプラザ
ンフマル酸塩）

診断と治療 103（12）：
1659-1663, 2015

河合　　隆，福澤　麻理，山岸　哲也，佐藤　丈征，
桑田　直子，八木　健二，森安　史典，星野　澄人，
土田　明彦

50. 内視鏡の読み方　急性出血性直腸潰
瘍の診断

臨 床 消 化 器 内 科 30
（12）：1565-1568, 2015

福澤　誠克，河合　　隆

B1. Response Gastrointest Endosc 82
（5）：972-973, 2015

Tonozuka R,  Itoi T

2. 第 99回日本消化器内視鏡学会関東地
方会論文集：シンポジウム 胆膵 EUS 
診断・治療の進歩（司会者統括）

Progress of Digestive 
Endoscopy 86（1）：24-25, 
2015

木田　光広*，糸井　隆夫

3. 第 100回日本消化器内視鏡学会関東地
方会論文集：がん根治を目指した内視
鏡治療－限界と挑戦－（司会者統括）

Progress of Digestive 
Endoscopy 87（1）：26-27, 
2015

後藤田卓志，斎藤　　豊

4. 第 100回日本消化器内視鏡学会関東地
方会論文集：内視鏡を活用したあらた
な診療展開－胆・膵－（司会者統括）

Progress of Digestive 
Endoscopy 87（1）：38-39, 
2015

糸井　隆夫，伊佐山浩通*

5.［特集］膵インターベンションの最前
線：特集にあたって

膵臓 30（2）：153, 2015 糸井　隆夫

6. 内視鏡室の紹介　戸田中央総合病院 Gastroenterological Endos-
copy 57（11）：2573-2576, 
2015

原田　容治，堀部　俊哉，松田美由紀*

7. 海外文献紹介「American Gastroentero-
logical Association Institute Guideline on 
the diagnosis and management of asymp-
tomatic neoplastic pancreatic cysts」San-
thi Swaroop Vege, et al. Gastroenterology 
2015；148：819-822 「無症候性腫瘍性
膵嚢胞管理に対する AGAガイドライ
ンについて」

膵臓 30（4）：633, 2015 祖父尼　淳，糸井　隆夫
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8. 座談会：難治な胆道良性疾患の対処法
を考える

肝 胆 膵 71（3）：527-539, 
2015

宮崎　　勝*（司会），糸井　隆夫，潟沼　朗生*，
佐々木素子*

9. 座談会　EUS-FNAのエビデンス 2015
－この 5年間の進歩－

胆 と 膵 36（4）：387-399, 
2015

糸井　隆夫（司会），山雄　健次*，真口　宏介*，
入澤　篤志*

10. Round-table discussion：次世代の早期
胃癌内視鏡治療はどう進むのか ?

胃がん perspective 8（2）：
77-85, 2015

田中　信治*（司会），小野　裕之*，北川　雄光*，
後藤田卓志

11. 座談会：ERCPマスターへのロード
マップをこれまでどう描いてきたか，
これからどう描いていくのか ?

胆と膵 36 臨増特大：
1097-1106, 2015

糸井　隆夫（司会），入澤　篤志*，潟沼　朗生*，
石田　祐介*，岩崎　栄典*

12. ERCPマスターへのロードマップ：企
画

胆と膵 36臨増特大号：
2015

糸井　隆夫

13. 胆膵 EUS-FNAのエビデンス 2015－
この 5年間の進歩－：企画

胆と膵 36（4）：2015 糸井　隆夫

14. 胆膵 EUS-FNAのエビデンス 2015－
この 5年間の進歩－：序文

胆 と 膵 36（4）：301-302, 
2015

糸井　隆夫

15. 胆膵 EUS-FNAのエビデンス 2015－
この 5年間の進歩－  編集後記

胆と膵 36（4）：416, 2015 糸井　隆夫

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Perforations-Accidental and deliberate：

Is endoscopic cholecystostomy a Reality?
（Symposium）

22nd International Sympo-
sium on Pancreatic & Bili-
ary Endoscopy（2015.1.29-

2.1）LA, USA

Itoi T

2. Live procedure demonstrations：EUS 22nd International Sympo-
sium on Pancreatic & Bili-
ary Endoscopy（2015.1.29-

2.1）LA, USA

Itoi T

3. Chronic pancreatitis：What can we do 
with suspected post-operative pancreatic 
duct obstruction?（Symposium）

22nd International Sympo-
sium on Pancreatic & Bili-
ary Endoscopy（2015.1.29-

2.1）LA, USA

Itoi T

4. Fellows & Nueses Hands-on 22nd International Sympo-
sium on Pancreatic & Bili-
ary Endoscopy（2015.1.29-

2.1）LA, USA

Itoi T

5.（Reporter/Discusser） LI-RADS CEUS WG 
Meeting：The 2015 AIUM 
A n n u a  C o n v e n t i o n
（2015.3 .23）Orlando, 

USA

Moriyasu F

6. Guideline meeting for contrast ultrasound
（Reporter/Discusser）

ICUS Communitiy Meet-
ing：The 2015 AIUM 
A n n u a  C o n v e n t i o n
（2015.3 .26）Orlando, 

USA

Moriyasu F

7. Endoscopic ampullectomy（Special lec-
ture）

The 20th EUS and 17th 
Early GI cancer Confer-
e n c e  o f  T a i w a n
（2015.4.26）Cha-Yi, Tai-
wan

Tsuchiya T
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8. Current status & future aspect of EUS 
intervention in pancreatobiliary diseases
（Chotiwattanaphan’s lecture）

Prevention in Gastroenter-
ology and Hepatology/ 
NKC Institute of gastoen-
terology and hepatology
（ 2 0 1 5 . 5 . 3-2 0 1 5 . 5 . 5）

Phuket, Thailand

Itoi T

9. Endoscopic Ultrasonography（EUS）：
New interventional indications（Lecture）

Special Interest Group 
Meeting：Digestive Dis-
e a s e  W e e k  2 0 1 5
（2015.5.16）Washington, 

DC, USA

Itoi T

10. Interventional and therapeutic EUS；Yes, 
it’s here!：EUS-guided pancreatic duct 
access（Clinical Symposium）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Itoi T

11. Gastric neoplasia：Incidence and risk fac-
tors of metachronous gastric cancer after 
endoscopic resection and successful heli-
cobacter pylori eradication：results from 
A large-scale, multicenter cohort study in 
Japan（Topic forum）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Mori G*,  Nakajima T*,  Oda I*,  Asada K*,  Shimazu T*,  
Yamamichi N*,  Maekita T*,  Yokoi C*,  Fujishiro M*,  Gotoda 
T,  Ichinose M*,  Ushijima T*

12. New techniques in endoscopy and colo-
noscopy：Large non-polypoid superfi cial 
neoplasms in ulcerative colitis：Curative 
resection by endoscopic submucosal dis-
section（Topic forum）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Lacopini F*,  Saito Y,  Yamada M*,  Costamagna G*,  Gotoda 
T,  Grossi C*,  Matsuda T*,  Scozzarro A*

13. ERCP（Hands-on workshop：Faculty） Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Itoi T

14. ASGE video plenary session；Biliary：
Novel EUS-guided double-balloon-

occluded gastrojejunostomy（E-BOG）
using a lumen apposing fully-covered 
metal stent for the treatment of malignant 
gastric outlet obstruction（Video forum）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Itoi T

15. Delving into the diffi  cult bile duct：Defi n-
ing imaging criteria for indeterminate bili-
ary strictures utilizing video cholangios-
copy：the monaco classifi cation（Topic 
forum）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C,, 
USA

Sethi A*,  Shah RJ*,  Itoi T,  Moon JH*,  Sejpal DV*,  Pleskow 
DK*,  Slivka A*,  Adler DG*,  Edmundowicz SA*,  Kim DC*,  
Petersen BT*,  Gress FG*,  Gaidhane M*,  Kahaleh M*

16. Endoscopic sphincterotomy～For safe 
and effi  casy～（Lecture）

ERCP Meeting（2015.6.10）
Tokyo, Japan

Tsuchiya T

17. Cutting edge of Interventional EUS：
EUS-guided pancreatic intervention（Spe-
cial lecture）

T-CAP 2015（2015.7.3-4）
Tokyo, Japan

Tsuchiya T

18. Panctreatobiliary：Current situation of 
cannulation and salvage for diffi  cult cases
（discussants）

Endoscopy Forum Japan 
2 0 1 5（ 2 0 1 5 . 8 . 1-2）
Tokyo, Japan

Tsuchiya T

19. EUS-guided biliary and pancreatic duct 
drainage（Symposium of biliary and pan-
creatic diseases）

DEST 2015：1st Annual 
Congress（2015.8.22-23）
Taipei, Taiwan

Itoi T
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20. A severe bleeding case during endoscopic 
treatment course of walled-off  necrosis
（International Taiwan-Japan Forum of 
Digestive Disease）

DEST 2015：1st Annual 
Congress（2015.8.22-23）
Taipei, Taiwan

Mukai S

21. Experiences on CEUS with Sonazoid and 
interventional ultrasound in Japan（Lec-
ture）

Nordic Congress Rontgen-
veckan 2015（2015.9.7-11）
Molm?, Sweden

Moriyasu F

22. NanoKnife system and “Irreversible Elec-
troporation Therapy”（Symposia session）

The Cardiovascular and 
Interventional Radiological 
Society of Europe Confer-
e n c e（C I R S E  2 0 1 5）
（2015.9.26-30）Lisbon, 
Portugal

Moriyasu F

23. EUS-guided pancreatic drainage（Special 
lecture）

Asian Pancreato-biliary 
Endoscopist Future Forum
（2 0 1 5 . 11 . 2 8）To k y o , 

Japan

Tsuchiya T

24. Controversies of removal of common bile 
duct stones：Endoscopic management of 
common bile duct stones with alternative 
anatomy（Scientifi c program）

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-6）
Taipei, Taiwan

Itoi T

25. Update of endoscopic therapy of biliary 
stricture：Endoscopic therapy of post-
surgical stricture（Scientifi c program）

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-6）
Taipei, Taiwan

Itoi T

26. What is the promising future of cholan-
gioscopy：Is there any more roles for 
mother-baby cholangioscopy?（Scientifi c 
program）

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-6）
Taipei, Taiwan

Itoi T

27. Interventional EUS Part1：EUS-guided 
gastrojejunostomy（Scientifi c program）

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-6）
Taipei, Taiwan

Itoi T

B1. Correlation between symptom of abdo-
men and damages to the upper gastroin-
testinal tract in low-dose aspirin user

Digestive Disease Week 
2015：AGA（2015.5.16-

19）Washington,D.C. , 
USA

Kawai T,  Fukuzawa M,  Moriyasu F,  Yamashina A

2. Can endoscopic atrophy predict histologi-
cal atrophy?

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington,D.C. , 
USA

Kono S,  Gotoda T,  Suzuki S,  Kusano C,  Fukuzawa M,  
Moriyasu F

3. Useful of the simplifi ed traction method 
for endoscopic submucosal dissection of 
gastric neoplasms；propensity score 
matching analysis

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington,D.C. , 
USA

Suzuki S,  Gotoda T,  Kobayashi Y,  Kono S,  Kusano C,  
Fukuzawa M,  Moriyasu F

4. A prospective randomized trial comparing 
the 22-gauge needle with and without a 
side port for endoscopic ultrasound fi ne 
needle aspiration of solid pancreatic mass 
lesions

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Ishiwatari H*,  Hayashi T*,  Kawakami H*,  Isayama H*,  Itoi 
T,  Hisai H*,  Ono M*,  Abe Y*,  Yamamoto N*,  Itokawa F,  
Hasegawa T*

5. Prognostic variables of successful 
colorectal Endoscopic Submucosal Dis-
section（ESD）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Lacopini F*,  Saito Y,  Costamagna G*,  Elisei W*,  Montag-
nese F*,  Gotoda T,  Scozzarro A*
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6. High-intensity focused ultrasound
（HIFU）therapy for locally advanced 

pancreatic body cancer

Digestive Disease Week 
2015：AGA（2015.5.16）
Washington, D.C., USA

Sofuni A,  Moriyasu F,  Sano T,  Fujita M,  Tsuchiya T,  
Ishii K,  Tsuji S,  Ikeuchi N,  Tanaka R,  Umeda J,  Kamata 
K,  Tonozuka R,  Honjo M,  Mukai S,  Itoi T

7. Evaluation of gastric cancer diagnosis 
using super close observation endoscopy 
with narrow-band imaging

Digestive Disease Week 
2015：AGA（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Kawai T,  Yanagisawa K,  Fukuzawa M,  Moriyasu F

8. Effi  cacy and safety of EPLBD for bile 
duct stones in patients with surgically 
altered anatomy：a large case series at 
single high volume center

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Kamada K,  Itoi T,  Sofuni A,  Itokawa F,  Kurihara T,  
Tsuchiya T,  Ishii K,  Tsuji S,  Ikeuchi N,  Umeda J,  
Tanaka R,  Honjo M,  Mukai S,  Fujita M,  Moriyasu F

9. A prospective multicenter study of EUS-

guided choledochoduodenostomy using a 
covered metallic stent as a primary biliary 
drainage in unresectable malignant biliary 
obstruction

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Nakai Y*,  Isayama H*,  Kawakami H*,  Ishiwatari H*,  Kitano 
M*,  Ito Y*,  Yasuda I*,  Kato H*,  Matsubara S*,  Irisawa A*,  
Itoi T,  Kuwatani M*,  Ono M*,  Imai H*,  Iwashita T*,  Shibu-
kawa G*,  Tsuchiya T

10. Effi  cacy of EUS-guided antegrade trans-
papillary stenting in case of failed 
ERCP：retrospective analysis in two large 
volume centres

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Dhir VK*,  Itoi T,  Bhandari S*,  Bapat M*,  Joshi N*,  Maydeo 
AP*

11. Evaluation of esophageal cancer diagnosis 
using super close observation endoscopy 
with narrow-band imaging

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, D.C., 
USA

Naito S,  Kawai T,  Fukuzawa M,  Moriyasu F

12. Comparison of endoscopic ultrasound-

guided fi ne needle aspiration using con-
ventional method and knocking the door 
method for solid pancreatic mass：A pro-
spective multi-center crossover trial

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

2015.5.19）Washington, 
D.C., USA

Mukai S,  Itoi T,  Tsuchiya T,  Ashida R*，Hoshi K*,  Iri-
sawa A*,  Moriyasu F

13. Diagnosis of autoimmune pancreatitis by 
EUS-FNA using a 22-gauge needle：a 
prospective multicenter study

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

2015.5.19）Washington, 
D.C., USA

Kanno A*,  Masamune A*,  Fujishima F*,  Iwashita T*,  
Kodama Y*,  Maguchi H*,  Ohara H*,  Kitano M*,  Inoue H*,  
Itoi T,  Mizuno N*,  Miyakawa H*,  Mikata R*,  Irisawa A*,  
Notohara K*,  Shimosegawa T*

14. High intensity focused ultrasound（HIFU）
therapy for pancreatic cancer

47th Annual Meeting of 
European Pancreatic Club 
（2015.6.23-2015.6.27）

Toledo, Spain

Moriyasu F,  Sofuni A,  Sano T,  Fujita M,  Itoi T

15. Usefulness of contrast-enhanced EUS for 
intraductal papillary mucinous neoplasm
（IPMN）patients with mural nodules

UEGW 2015：23rd United  
European Gastroenterology 
We e k（ 2 0 1 5 . 1 0 . 2 4-

2015.10.28）Barcelona, 
Spain

Fujita M,  Itoi T,  Sofuni A,  Tsuchiya T,  Tsuji S,  Kamada 
K,  Tanaka R,  Tonozuka R,  Honjo M,  Mukai S,  Yama-
moto K

16. Usefulness of high-intensity focused 
ultrasound（HIFU）therapy for pancre-
atic cancer

UEGW 2015：23rd United  
European Gastroenterology 
We e k（ 2 0 1 5 . 1 0 . 2 4-

2015.10.28）Barcelona, 
Spain

Sofuni A,  Moriyasu F,  Fujita M,  Sano T,  Tsuchiya T,  
Tsuji S,  Ikeuchi N,  Tanaka R,  Umeda J,  Tonozuka R,  
Kamada K,  Honjo M,  Mukai S,  Yamamoto K,  Itoi T
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17. The eff ect of interferon-free asunaprevir/
daclatasvir combination therapy on innate 
immune responses（NK cell activity and 
frequency of CD56dim and CD56bright 
NK cell subset in peripheral blood）in 
chronic hepatitis C patients

AASLD：The Liver Meet-
ing 2015（2015.11.13-

2015.11.17）San Fran-
cisco，USA

Nakamura I,  Furuichi Y,  Sugimoto K,  Kobayashi Y,  
Moriyasu F

18. Computer-aided diagnosis for estimating 
the malignancy grade of hepatocellular 
carcinoma using contrast-enhanced ultra-
sound：An ROC observer study

RSNA 2015：101st Scien-
tifi c Assembly and Annual 
Meeting（2015.11.29-

2015.12.4）Chicago, USA

Sugimoto K,  Shiraishi J*,  Moriyasu F

19. Study of endoscopic bile bacteria fl ora 
collection in biliary diseases

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-

2015.12.6）Taipei, Taiwan

Koyama Y

20. The usefulness of dual red imaging（next 
generation image-enhanced endoscopy）
for esophageal varices

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-

2015.12.6）Taipei, Taiwan

Furuichi Y

21. Discrepancy between the preprocedure 
biopsy and fi nal diagnosis in endoscopic 
papillectomy of ampullary tumors

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-

2015.12.6）Taipei, Taiwan

Yamamoto K

22. The effi  cacy of contrast enhancement in 
EUS（ CE-EUS）to the mural nudule in 
intraductal papillary mucinous neoplasms 
of the pancreas（IPMNs）

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-

2015.12.6）Taipei, Taiwan

Fijita M

23. Effi  cacy and safety of EPLBD for bile 
duct stones in patients with Billroth-

IIgastrectomy

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-

2015.12.6）Taipei, Taiwan

Kamada K

24. The treatment strategy for walled off  
necrosis after necrotizing pancreatitis in 
accordance with the morphological fea-
ture

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-6）
Taipei, Taiwan

Mukai S

25. The effi  cacy of temporary metal stent 
placement for refractory benign biliary 
strictures

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.3-6）
Taipei, Taiwan

Honjo M

国内学会
A1. EUS-FNA手技の標準化－My recom-

mendaon－：当院における膵腫瘤に対
する EUS-FNAの実際（指定講演）

第 2回超音波内視鏡下穿
刺術の手技標準化に関す
る研究会（2015.1.31）東
京

土屋　貴愛，糸井　隆夫，祖父尼　淳，糸川　文英，
石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，
梅田　純子，田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典

2. 消化器癌診断，治療の現状と工夫：胃
ESD時における内科医によるプロポ
フォール鎮静の安全性についての検
討（シンポジウム）

日本消化器病学会第 198
回 東 北 支 部 例 会
（2015.2.7）仙台

草野　　央，山本健治郎，後藤田卓志，森安　史典

3. 肝動脈閉塞栓下での血流動態の変化
－B-TACEから得られる知見－：バ
ルーン閉塞による肝内血流変化
（CE-USによる検討）（シンポジウム）

第 21回肝血流動態・機
能 イ メ ー ジ 研 究 会
（2015.2.7-2015.2.8）東京

杉本　勝俊

4. 機能性疾患：「機能性ディスペプシア
の新展開」～ピロリ菌感染胃炎と機能
性ディスペプシア～：低用量アスピリ
ン内服患者における消化器症状と胃
粘膜傷害（コアシンポジウム）

第 11回日本消化管学会
総会学術集会（2015.2.13-

2015.2.14）東京

植松　淳一，河合　　隆，福澤　誠克，福澤　麻理，
森安　史典，渡辺　雅貴，山科　　章
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5. Helicobacter pylori除菌時代における胃
食道逆流関連疾患：GERD関連疾患に
おける低用量アスピリンと H.pylori感
染の影響（ワークショップ）

第 11回日本消化管学会
総会学術集会（2015.2.13-

2015.2.14）東京

内藤咲貴子，河合　　隆，杉本　弥子，福澤　麻理，
福澤　誠克，後藤田卓志，森安　史典，山科　　章

6. Interventional EUSの進歩と課題（特別
講演）

第 7回インターベンショ
ナル EUS 九州研究会
（2015.2.14）博多

糸井　隆夫

7. 肝癌の局所治療とエラストグラフィ
（特別講演）

山陰肝癌治療研究会
（2015.2.20）鳥取

森安　史典

8. EUS-guided gallbladder drainage（指定
講演）

第 4 回 FNA masters
（2015.2.21）東京

土屋　貴愛，糸井　隆夫，祖父尼　淳，糸川　文英，
石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，
梅田　純子，田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典

9. 膵腫瘍の診断－鑑別のための基礎知
識：膵腫瘍の臨床的特徴と内視鏡診
断：ERCP,EUS（教育講演：消化器）

第 34回日本画像医学会
（2015.2.27-2015.2.28）東
京

糸井　隆夫

10. 胆膵内視鏡治療の進歩（特別講演） 第 20回和歌山内視鏡治
療研究会（WAKA-TEC）
（2015.2.28）和歌山

糸井　隆夫

11. びまん性肝疾患：線維化診断につい
て：超音波エラストグラフィー（教育
講演：消化器）

第 34回日本画像医学会
（2015.2.27-2015.2.28）東
京

今井　康晴

12. 若手医師（35歳以下）によるパネル
ディスカッション：これが知りたい！
診断から治療までの pitfall，トラブル
シューティング（症例検討）（パネ
ラー）

胃癌学会付置研究会第 1
回 ESD研究会（2015.3.5）
広島

鈴木　　翔

13. 胃癌の歴史 創造期：胃 ESDの誕生か
ら普及に向けて（企画演題：胃癌の歴
史）

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

後藤田卓志，小野　裕之*，近藤　　仁*，斎藤　大三*，
吉田　茂昭*，細川　浩一*

14. 世界の胃癌治療の現状と日本の果た
すべき役割～外科医，内科医，病理医
から見た取り組み～：早期胃癌に対す
る内視鏡的切除術の現状と未来（特別
企画）

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

後藤田卓志

15. 重症急性膵炎・感染性膵壊死に対する
治療戦略：壊死性膵炎後の症候性
Walled-off  necrosis に対する step up 
approach法とその治療成績（ワーク
ショップ）

第 51回日本腹部救急医
学 会 総 会（2015.3.5-6）
京都

向井俊太郎，糸井　隆夫，森安　史典

16. 重症急性膵炎・感染性膵壊死に対する
治療戦略：重症急性膵炎・感染性膵壊
死に対する治療戦略～内視鏡的治療，
抗菌薬治療および ERCP後膵炎を中心
に～（ワークショップ）

第 51回日本腹部救急医
学 会 総 会（2015.3.5-6）
京都

糸井　隆夫

17. ウイルス肝炎の診断・治療 up to date
－免疫応答の再評価－（特別講演）

第 15回千葉消化器疾患
フォーラム（2015.4.18）
千葉

中村　郁夫

18. 胆管結石はこう攻めろ！：我々の攻め
方教えます！～EPLBDの基本から応
用まで～（ランチョンセミナー）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

土屋　貴愛
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19. 食道表在癌の診断と治療：課題と展
開：新型細径経鼻内視鏡による食道病
変の診断能の検討（パネルディスカッ
ション）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

内藤咲貴子，福澤　誠克，河合　　隆

20. Navigationに基づいた肝細胞癌 IVR治
療の最前線：Fusion image超音波シス
テム同期アルゴリズムの比較（ワーク
ショップ）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

今井　康晴，平良　淳一，森安　史典

21. 壊死性膵炎の予後改善を目指した治
療の新展開：壊死性膵炎後の walled-

off  necrosisに対する形態分類による治
療戦略（シンポジウム）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

向井俊太郎，糸井　隆夫，森安　史典

22. 大腸 LSTの病態生理と診断・治療戦
略：臨床病理学的特徴からみた大腸
LST-Gに対する分割 EMRの意義（パ
ネルディスカッション）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

福澤　誠克，河合　　隆，森安　史典

23. 術後腸管症例に対する胆膵治療内視
鏡：消化管術後困難結石に対する直接
胆道鏡併用による除石術（ビデオセッ
ション：胆膵）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

池内　信人，糸井　隆夫，森安　史典

24. 進行肝細胞癌治療の最前線：肝癌に対
する不可逆電気穿孔法（Irreversible 
Electroporation：IRE）の有効性と安全
性の評価（シンポジウム）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

杉本　勝俊，小林　功幸，森安　史典

25. 膵癌治療の新たな戦略：切除不能膵癌
に対する強力集束超音波（HIFU）療
法（シンポジウム）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

祖父尼　淳，糸井　隆夫，森安　史典

26. 膵・胆道内視鏡治療の最先端：当院に
おける EUS下膵管ドレナージの現況，
Rendezvous法から経胃膵管ドレナー
ジへ－新型膵管ステントの有用性を
含めて（ワークショップ）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

土屋　貴愛，糸井　隆夫，森安　史典

27. 消化器疾患診断・治療のための医療技
術開発：胃 ESDの開発経緯と舞台裏
（Clinical Research　Workshop）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

後藤田卓志，小野　裕之*

28. 超音波による肝臓の診断と治療への
アプローチ（招待講演）

電子情報通信学会 医用
画像研究会（2015.5.14-

15）津

杉本　勝俊，森安　史典

29. 特別発言：肝画像診断の進歩（パネル
ディスカッション）

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

森安　史典

30. 肝画像診断の進歩：Fusion搭載超音波
装置とワークステーションを用いた
肝癌穿刺治療支援（パネルディスカッ
ション）

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

佐野　隆友，小林　功幸，森安　史典

31. 肝画像診断の進歩：Sonazoid造影超音
波による肝癌の悪性度診断を目的と
したコンピュータ支援診断（CAD）
の開発－232結節での多施設検討（ミ
ニワークショップ）

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

杉本　勝俊，白石　順二*，森安　史典
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32. 肝硬変の包括的なマネジメント：肝硬
変患者に対する内視鏡的硬化療法時
の栄養学的マネージメント（ミニワー
クショップ）

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

古市　好宏，今井　康晴，森安　史典

33. エキスパートに聞く，今の旬：膵癌治
療への新たなる挑戦：切除不能膵癌に
対する強力集束超音波（HIFU）療法（特
別講演 消化器）

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

祖父尼　淳

34. この様に行う，誤差の軽減方法（第
40回日本超音波検査学会との共同企
画）：観察者間および試料間変動を考
慮した ROC・FROC解析による診断
能の評価（シンポジウム 領域横断）

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

白石　順二*，杉本　勝俊

35. びまん性肝疾患の超音波診断：びまん
性肝疾患における Elastographyの有用
性（パネルディスカッション 消化器）

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

今井　康晴，平良　淳一，竹内　啓人，小川　紗織，
安藤　真弓，佐野　隆友，杉本　勝俊，森安　史典

36. 肝臓の硬さ診断 その精度と使途：
ShearWave Elastographyによる肝臓の
硬さ診断　その精度と使途（ワーク
ショップ 消化器）

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

今井　康晴，平良　淳一，竹内　啓人，小川　紗織，
安藤　真弓，佐野　隆友，杉本　勝俊，森安　史典

37. Aplioの Shear waveで迫る肝疾患診
療：肝腫瘍診療へ迫る（ランチョンセ
ミナー）

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

杉本　勝俊

38. 適切な RFAの safety marginとは ?：肝
細胞癌に対するラジオ波焼灼療法後
の局所再発に寄与する因子と適切な
safety margin（パネルディスカッショ
ン 消化器）

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

中村進一郎*，能祖　一裕*，大西　秀樹*，桑木　健志*，
竹内　康人*，白羽　英則*，歳森　淳一*，萩原　宏明*，
小林　功幸，山本　和秀*

39. EST後出血における止血困難例への対
応－メタルステントによる圧迫止血
も含めて（サテライトセミナー）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

殿塚　亮祐

40. Advances and education of endoscopic 
diagnosis and treatment-biliary tract, pan-
creas-：The advanced techniques of bal-
loon enteroscopy-assisted ERCP in 
patients with surgically altered anatomy
（International video session）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

Tonozuka R,  Itoi T,  Moriyasu F

41. 上部消化管における advanced diagnos-
tic endoscopy（ADE）：上部消化管 IEE
の課題と将来展望：NBI併用拡大内視
鏡観察による胃病変診断能は短時間
講義で習得できるか ?（JGES Core 
Session-パネルディスカッション）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

草野　　央，山本　頼正*，角嶋　直美*

42. 胃・十二指腸腫瘍に対する EMR/ESD
の課題と将来展望：胃内視鏡的粘膜下
層剥離術におけるデンタルフロス付
きクリップ牽引法の有効性について
－傾向スコアによる共変量調整法を
用いて－（ビデオシンポジウム）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

鈴木　　翔 ,  後藤田卓志，森安　史典
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43. 胆道・膵疾患の内視鏡診断・治療にお
ける進歩：Prototype multi-bending per-
oral direct choplangioscope（PDCS）と
用いた直接胆道鏡の有用性（ビデオ
ワークショップ）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

池内　信人，糸井　隆夫，森安　史典

44. 胆膵における Interventional EUS：超音
波内視鏡下瘻孔形成術の現状と問題
点：EUS下胆管・膵管ドレナージにお
ける専用プラスチックステントの有
用性（JGES Core Session-パネルディ
スカッション）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

向井俊太郎，土屋　貴愛，糸井　隆夫

45. 消化管静脈瘤の診断・治療の現状と将
来展望－異所性静脈瘤も含む：B-RTO
による側副血行路治療後の肝硬度変
化（ビデオワークショップ）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

古市　好宏，佐野　隆友，森安　史典

46. ERCP 関連手技偶発症の現状と対策：
術後腸管再建例における総胆管結石
症に対する EPLBDの有用性と安全性
の検討（シンポジウム）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

鎌田健太郎，糸井　隆夫，森安　史典

47. IgG4 関連膵胆管病変における内視鏡
の役割：IgG4関連硬化性胆管炎に対
する経口胆道鏡の有用性と限界（ワー
クショップ）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

土屋　貴愛，糸井　隆夫，神澤　輝実*

48. 食道良性疾患の内視鏡診断と治療：細
径経鼻内視鏡による Barrett’s食道粘膜
の超近接粘膜模様観察の検討（ワーク
ショップ）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

内藤咲貴子，福澤　誠克，河合　　隆

49. 消化管がんスクリーニングにおける
内視鏡の位置づけ：新しい経鼻内視鏡
を用いた胃癌のスクリーニング診断
（シンポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

柳澤　京介，河合　　隆，内藤咲貴子，杉本　弥子，
福澤　麻理，山岸　哲也，桑田　直子，佐藤　丈征，
八木　健二，森安　史典

50. がん根治を目指した内視鏡治療－限
界と挑戦－：食道 ESDにおける鎮静
と全身麻酔の選択（シンポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

桑田　直子，後藤田卓志，草野　　央，八木　健二，
辻　雄一郎，鈴木　　翔，佐藤　丈征，河野　　真，
植松　淳一，山内　芳也，古賀　幹教，福澤　誠克，
立花　慎吾，土屋　明彦，河合　　隆，森安　史典

51. がん根治を目指した内視鏡治療－限
界と挑戦－：胃内視鏡的粘膜下層剥離
術におけるデンタルフロス付きク
リップ牽引法の有効性について（シン
ポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，鈴木　　翔，佐藤　丈征，
草野　　央，福澤　誠克，森安　史典

52. 良性疾患に対する緊急内視鏡治療：
Walled-off  necrosisに対する内視鏡治
療（シンポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

本定　三季，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
池内　信人，鎌田健太郎，田中　麗奈，梅田　純子，
殿塚　亮祐，向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典

53. 内視鏡を活用したあらたな診療展開
－大腸－：右側結腸からの憩室出血に
対し小腸内視鏡用オーバーチューブ
を用いてバリウム充填法を施行した 3
症例（ワークショップ）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，草野　　央，福澤　誠克，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　健二，辻　雄一郎，
桑田　直子，植松　淳一，山内　芳也，森安　史典

54. 内視鏡を活用した新たな診療展開－
胆・膵－：分枝型 IPMNにおける造影
EUSの有用性（ワークショップ）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

藤田　　充，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，
梅田　純子，田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，森安　史典
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55. 症例検討セッション「大腸」：読影者 第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

福澤　誠克

56. ハンズオントレーニングセッション
「胆膵（EUS-FNA）」：インストラク
ター

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

土屋　貴愛

57. 内視鏡的手技　膵疾患に対する Inter-
ventional Endoscopy：当科における超
音波内視鏡下膵管ドレナージ－新型
膵管ステントの有用性を含めて－（ビ
デオシンポジウム）

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19-20）名古
屋

土屋　貴愛，糸井　隆夫，森安　史典

58. 局所進行膵体部癌に対する強力集束
超音波（HIFU）療法（Mini PanCAN 
session）

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19-20）名古
屋

祖父尼　淳，森安　史典，糸井　隆夫

59. 膵内視鏡治療の最前線（ランチョンセ
ミナー）

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19-20）名古
屋

糸井　隆夫

60. 切除不能膵癌の治療選択：ERCPと
EUS-guided biliary drainageを用いた内
視鏡的ダブルステンティング（ミニパ
ネルディスカッション）

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19-20）名古
屋

殿塚　亮祐，糸井　隆夫，森安　史典，祖父尼　淳，
糸川　文英，土屋　貴愛，辻　修二郎，石井健太郎，
鎌田健太郎，田中　麗奈，梅田　純子，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，山本健治郎

61. 胃がんとピロリのはなし（特別講演） 第 222回秋田県消化器
病・ 内 視 鏡 研 究 会
（2015.6.25）秋田

後藤田卓志

62. 若年者の感染対策：二次医療圏（由利
本荘・にかほ市）における中学生
H.pylori感染検査事業の立ち上げ（パ
ネルディスカッション）

第 21回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-27）神戸

草野　　央，後藤田卓志

63. 胃がん検診の問題点：胃がん検診の無
作為割付試験における割付の妥当性
について（ワークショップ）

第 21回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-27）神戸

河野　　真，後藤田卓志，八木　直子，佐藤　丈征，
古賀　幹教，鈴木　　翔，草野　　央

64. ESDにおけるトラブルシューティン
グ（ランチョンセミナー）

第 114回日本消化器内視
鏡学会中国支部例会
（2015.6.28）広島

後藤田卓志

65. 消化器疾患の診断にチャレンジ！（症
例コメンテーター）

第 4回ドクターガストロ
（2015.7.4）東京

後藤田卓志

66. Irreversible electroporation（IRE）の動
向（ランチョンセミナー）

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23-24）神戸

森安　史典

67. 肝癌に対する最善，最新の TACE：当
院における各種 TACEの治療成績と
比較（シンポジウム）

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23-24）神戸

佐野　隆友，竹内　啓人，安藤　真弓，小川　紗織，
杉本　勝俊，古市　好宏，小林　功幸，森安　史典

68. RFAの推奨手技：RFA治療支援にお
ける改良マイクロコンベックスプ
ローブとボリュームナビゲーション
（ビデオセッション）

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23-24）神戸

小林　功幸，杉本　勝俊，竹内　啓人，小川　紗織，
安藤　真弓，佐野　隆友，森　　俊文，古市　好宏，
中村　郁夫，森安　史典

69. 肝癌 RFA治療支援の Up to date～穿刺
用 Probeの改良から Volume Navigation
まで～（モーニングセミナー）

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23-24）神戸

小林　功幸

70. 超音波の最新技術による肝疾患診療
の今：診断と治療，その実践と応用（ラ
ンチョンセミナー）

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23-24）神戸

森安　史典
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71. 肝癌治療における RFAの適応と限界
－手技，効果判定，成績の最新動向：
肝細胞癌に対するマルチポーラ針に
よるラジオ波焼灼療法の治療成績：モ
ノポーラ針との比較検討（シンポジウ
ム）

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23-24）神戸

竹内　啓人，小林　功幸，杉本　勝俊，小川　紗織，
安藤　真弓，佐野　隆友，森　　俊文，平良　淳一，
古市　好宏，中村　郁夫，今井　康晴，森安　史典

72. 造影超音波による肝癌の悪性度診断
を目的としたコンピューター支援診
断（CAD）の有用性－読影実験によ
る評価（ビデオセッション）

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23-24）神戸

杉本　勝俊，白石　順二*，森安　史典

73. 膵インターベンションの最前線（特別
講演）

第 13回神奈川胆膵癌研
究会（2015.7.29）横浜

糸井　隆夫

74. 胃静脈瘤の集学的治療：胃静脈瘤治療
に伴う肝脾硬度の経時的推移（シンポ
ジウム）

第 22回日本門脈圧亢進
症学会総会（2015.9.10-

11）横浜

古市　好宏，佐野　隆友，安藤　真弓，竹内　啓人，
小川　紗織，笠井　美孝，吉益　　悠，杉本　勝俊，
佐口　　徹，小林　功幸，中村　郁夫，森安　史典

75. 食道・胃静脈瘤治療における内視鏡手
技の新たな工夫：Dual red imaging に
よる食道静脈瘤視認性の上昇（ワーク
ショップ）

第 22回日本門脈圧亢進
症学会総会（2015.9.10-

11）横浜

古市　好宏，佐野　隆友，安藤　真弓，竹内　啓人，
小川　紗織，笠井　美孝，吉益　　悠，杉本　勝俊，
小林　功幸，中村　郁夫，森安　史典

76. 門脈圧亢進症における医療安全（教育
セミナー）

第 22回日本門脈圧亢進
症学会総会（2015.9.10-

11）横浜

角谷　　宏

77. 難治性胸・腹水の治療法とその適応
（第 17回肝不全治療研究会との合同
セッション）：肝硬変に伴う腹水に対
するトルバプタンの使用経験に関す
る検討（パネルディスカッション）

第 22回日本門脈圧亢進
症学会総会（2015.9.10-

11）横浜

山内　芳也，今井　康晴，森安　史典

78. コメンテーター：肝循環動態 第 22回日本門脈圧亢進
症学会総会（2015.9.10-

11）横浜

古市　好宏

79. 内視鏡的胆管ドレナージのテクニッ
ク（日本胆道学会認定指導医養成講
座）

第 51回日本胆道学会学
術 集 会（2015.9.17-

2015.9.18）宇都宮

糸井　隆夫

80. 胆膵内視鏡治療のコツと新たな展開：
総胆管結石除去術 EPLBDのコツ（ラ
ンチョンセミナー）

第 51回日本胆道学会学
術 集 会（2015.9.17-18）
宇都宮

祖父尼　淳

81. 胆道疾患に対する IVR治療 up-to-

date：新型プラスチックステント（PS）
に よ る EUS-guided hepaticogastros-
tomy：a prospective preliminary feasibil-
ity study（ワークショップ）

第 51回日本胆道学会学
術 集 会（2015.9.17-18）
宇都宮

土屋　貴愛，糸井　隆夫，森安　史典

82. 超音波内視鏡胆道ドレナージ：EUD-

BDの適応と禁忌，種類の選択（特別
企画）

第 51回日本胆道学会学
術 集 会（2015.9.17-18）
宇都宮

入澤　篤志*，潟沼　朗生*，糸井　隆夫，伊佐山浩通*

83. Coveredステントの新しい動向～レ
ザーカットタイプの可能性：ドレナー
ジテクニック～基本から応用まで（ラ
ンチョンセミナー）

第 51回日本胆道学会学
術 集 会（2015.9.17-18）
宇都宮

土屋　貴愛

84. 胆管結石に対するベストな治療選択
は何か：胆嚢結石合併総胆管結石症例
における EPLBDを用いたマネージメ
ント（ワークショップ）

第 51回日本胆道学会学
術 集 会（2015.9.17-18）
宇都宮

本定　三季，糸井　隆夫，祖父尼　淳
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85. Navigationによる肝癌局所療法の最先
端：ワークステーションによるシミュ
レーションを用いた肝癌穿刺治療支
援（セミナーシンポジウム）

第 10回肝癌治療シミュ
レ ー シ ョ ン 研 究 会
（2015.9.26）東京

佐野　隆友，小川　紗織，吉益　　悠，小島　真弓，
竹内　啓人，杉本　勝俊，古市　好宏，小林　功幸，
森安　史典

86. コメンテーター：胃・胆膵症例検討：
胆膵症例（第 9回専門医セミナー）

日本消化器病学会関東支
部 第 336 回 例 会
（2015.9.26）東京

土屋　貴愛

87. 壊死性膵炎後の walled-off  necrosisに
対するベストアプローチ法は ?：当院
における walled-off  necrosisに対する
治療戦略（統合プログラム・パネル
ディスカッション）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会・第 57回日
本消化器病学会大会・第
13回日本消化器外科学
会大会合同（2015.10.8-

11）東京

向井俊太郎，糸井　隆夫，森安　史典

88. ESDのあゆみ，これからの内視鏡治
療：ITknifeを用いた胃 ESD～基本か
ら応用まで～（サテライトシンポジウ
ム）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.10.8-

10）東京

後藤田卓志

89. 胆膵ステントフォーラム 2015：進化
するプラステックステント part2（ラ
ンチョンセミナー）

第 53回日本消化器がん
検診学会大会（2015.10.8-

11）東京

田中　麗奈

90. Recent progression in drug-induced liver 
injury （DILI）：Possible cotribution of 
TNFα producing T cells in drug-induced 
liver injury（International Symposium）

第 57回日本消化器病学
会大会・第 19回日本肝
臓 学 会 大 会 合 同
（2015.10.8-11）東京

Asabe S*,  Kato T*,  Nakamura I

91. 肝疾患の診断・治療に伴う侵襲はどこ
まで減らせるか ?：肝癌に対する不可
逆電気穿孔法（Irreversible Electropora-
tion：IRE）の有効性：基礎的検討と臨
床試験（パネルディスカッション）

第 19回日本肝臓学会大
会・第 57回日本消化器
病学会大会・第 13回日
本消化器外科学会大会合
同（2015.10.8-11）東京

小林　功幸，杉本　勝俊，森安　史典

92. 機能性上部消化管疾患の病態と新規
治療：ESD後の人工的潰瘍は前庭部運
動機能を低下させるが，適応性弛緩に
は影響しない～前向き研究から～
（ワークショップ）

第 57回日本消化器病学
会大会・第 90回日本消
化器内視鏡学会総会合同
（2015.10.8-11）東京

河野　　真，後藤田卓志，森安　史典

93. Interventional EUS：エビデンスと新た
な展開：再発性膵炎困難例に対する
Interventional EUS（JGES Core Ses-
sion：ワークショップ）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会・第 57回日
本消化器病学会大会合同
（2015.10.8-11）東京

田中　麗奈，糸井　隆夫，森安　史典

94. 胆膵内視鏡検査・治療のトラブル
シューティング〈ビデオ〉：当科にお
ける EST後出血に対する対応と成績
（ワークショップ）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.10.8-

10）東京

鎌田健太郎，糸井　隆夫，森安　史典

95. Strategy of treatment for biliary stenosis 
<Video>：Strategy for the treatment of 
biliary anastomosis stricture in patients 
with surgically altered anatomy（Interna-
tional Panel discussion）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会・第 57回日
本消化器病学会大会・第
13回日本消化器外科学
会大会合同（2015.10.8-

11）東京

Tonozuka R,  Itoi T,  Moriyasu F
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96. 上部消化管における advanced diagnos-
tic endoscopy （ADE）：エビデンスと新
たな展開：Dual red imagingによる食
道静脈瘤の視認性変化（JGES Core 
Session：ワークショップ）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会・第 57回日
本消化器病学会大会合同
（2015.10.8-11）東京

古市　好宏，後藤田卓志，森安　史典

97. H.pylori未感染および除菌後胃癌の治
療と病態：新しい経鼻内視鏡を用いた
除菌後胃癌のスクリーニング診断の
検討（ワークショップ）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会・第 57回日
本消化器病学会大会・第
53回日本消化器がん検
診 学 会 大 会 合 同
（2015.10.8-11）東京

柳澤　京介，河合　　隆，森安　史典

98. 胆膵疾患診療における EUSの新たな
展開：悪性胃十二指腸狭窄に対する
EUS-guided gastrojejunostomy（ワーク
ショップ）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会・第 57回日
本消化器病学会大会合同
（2015.10.8-11）東京

土屋　貴愛，糸井　隆夫，森安　史典

99. シンポジスト：超音波内視鏡診断から
治療戦略の最前線（サテライトシンポ
ジウム）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.10.8-

10）東京

土屋　貴愛

100. 総胆管結石治療の新潮流－進化する
デバイス－：新型デバイスが拓く one-
step EPLBD（ランチョンセミナー）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.10.8-

10）東京

糸井　隆夫

101. 秋田県由利本庄市との出会いと地域
における胃がん研究（教育講演）

第 64回日本農村医学会
学術総会（2015.10.22-23）
秋田

後藤田卓志

102. 腹部超音波技術の進歩－局所治療支
援としての超音波の現状と展望－（特
別講演）

第 38回超音波ドプラ研
究会（2015.10.24）東京

森安　史典

103. 肝胆膵疾患における最新の超音波診
断：肝腫瘍鑑別診断における造影 SMI
の有用性（主題）

第 38回超音波ドプラ研
究会（2015.10.24）東京

小島　真弓，杉本　勝俊，小林　功幸，竹内　啓人，
小川　紗織，佐野　隆友，古市　好宏，中村　郁夫，
森安　史典

104. 肝癌治療における最新の超音波技術：
RFA治療支援における改良マイクロ
コンベックスプローブとボリューム
ナビゲーション（主題）

第 38回超音波ドプラ研
究会（2015.10.24）東京

竹内　啓人，小林　功幸，杉本　勝俊，小川　紗織，
小島　真弓，笠井　美孝，吉益　　悠，佐野　隆友，
古市　好宏，中村　郁夫，森安　史典

105. 肝癌治療における最新の超音波技術：
Auto Registrationによる Fusion image 
ultrasound systemの課題と展望（主題）

第 38回超音波ドプラ研
究会（2015.10.24）東京

今井　康晴，平良　淳一，山内　芳也，黒澤　貴志，
小島　真弓，佐野　隆友，杉本　勝俊，小林　功幸，
森安　史典

106. 術後腸管のドレナージ（招待講演） 第 7回神奈川県胆膵内視
鏡 レ ク チ ャ ー
（2015.10.30）横浜

糸井　隆夫

107. 膵疾患における造影超音波の診断と
治療（特別講演）

第 15回北海道腹部造影
エコー・ドプラ診断研究
会（2015.11.7）札幌

祖父尼　淳

108. Interventional endoscopy（特別講演） 第 8回岡山 ERCPワーク
ショップ（2015.11.7）岡
山

土屋　貴愛

109. 慢性肝疾患におけるそう痒症の対策
（講演）

第 36 回 Digestive-Dis-
eases Conference in West 
Tokyo（2015.11.24）東京

小林　功幸

110. 癌の局所療法の最新治療－ナノナイ
フを中心に－（特別講演）

第 36 回 Digestive-Dis-
eases Conference in West 
Tokyo（2015.11.24）東京

森安　史典
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111. 臨床分野における超音波治療の最前
線：当院における肝細胞癌に対する
HIFU治療の成績と検討（臨床系シン
ポジウム）

第 14回日本超音波治療
研究会（2015.11.28）高
知

佐野　隆友，祖父尼　淳，藤田　　充，森安　史典

112. 臨床分野における超音波治療の最前
線：切除不能膵癌に対する強力集束超
音波 HIFU療法（臨床系シンポジウム）

第 14回日本超音波治療
研究会（2015.11.28）高
知

藤田　　充，祖父尼　淳，森安　史典，佐野　隆友，
土屋　貴愛，辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，
田中　麗奈，梅田　純子，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，糸井　隆夫

113. 悪性胆道狭窄における治療戦略とデ
バイス選択－遠位・切除不能・Metal 
stentを中心に－（講演）

茨城胆膵疾患診断治療
（IVR）研究会（2015.12.4）
つくば

土屋　貴愛

114. 内視鏡検査時のセデーションについ
て（基調講演）

第 34回東北消化器内視
鏡技師研究会（2015.12.6）
仙台

河野　　真

115. 各施設の特徴を生かした消化管静脈
瘤の診断と治療～ヒストアクリル注
入や B-RTOを含めて～：孤立性胃静
脈瘤治療による肝脾硬度の変化（ワー
クショップ）

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

古市　好宏，佐野　隆友，小島　真弓，小川　紗織，
杉本　勝俊，竹内　啓人，笠井　美孝，吉益　　悠，
小林　功幸，中村　郁夫，森安　史典

116. 画像読影コメンテーター（症例検討
セッション「胆膵」）

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

土屋　貴愛

117. Interventional EUS－当院での EUS-

HGSの現状と工夫－（特別講演）
第 6 回 大 阪 FNA-Club
（2015.12.26）大阪

土屋　貴愛

B1. 慢性膵炎疼痛対策としての内視鏡治
療と外科治療の比較解析（多施設共同
研究）

厚生労働科学研究費補助
金　難治性疾患等克服研
究事業（難治性疾患克服
研究事業）　難治性膵疾
患に関する調査研究班　
平成 26年度第 2回研究
打ち合わせ会（2015.1.13）
東京

北野　雅之*，伊佐地秀司*，糸井　隆夫，乾　　和郎*，
大原　弘隆*，菅野　　敦*，阪上　順一*，佐田　尚宏*，
竹山　宜典*

2. 早期慢性膵炎の全国調査 厚生労働科学研究費補助
金　難治性疾患等克服研
究事業（難治性疾患克服
研究事業）　難治性膵疾
患に関する調査研究班　
平成 26年度第 2回研究
打ち合わせ会（2015.1.13）
東京

正宗　　淳*，安藤　　朗*，伊佐山浩通*，糸井　隆夫，
伊藤　鉄英*，乾　　和郎*，入澤　篤志*，大原　弘隆*，
岡崎　和一*，神澤　輝実*，菊田　和宏*，北野　雅之*，
阪上　順一*，清水　京子*，花田　敬士*，廣田　衛久*，
宮川　宏之*，下瀬川　徹*，竹山　宜典*

3. 早期慢性膵炎および慢性膵炎疑診例
の前向き予備調査

厚生労働科学研究費補助
金　難治性疾患等克服研
究事業（難治性疾患克服
研究事業）　難治性膵疾
患に関する調査研究班　
平成 26年度第 2回研究
打ち合わせ会（2015.1.13）
東京

正宗　　淳*，伊藤　鉄英*，安藤　　朗*，五十嵐久人*，
池上　博司*，伊佐山浩通*，糸井　隆夫，乾　　和郎*，
入澤　篤志*，大原　弘隆*，岡崎　和一*，神澤　輝実*，
川茂　　幸*，菊田　和宏*，北野　雅之*，木原　康之*，
久津見　弘*，児玉　祐三*，阪上　順一*，清水　京子*，
田口　雅史*，田妻　　進*，能登原憲司*，花田　敬士*，
廣田　衛久*，峯　　徹哉*，宮川　宏之*，吉田　　仁*，
下瀬川　徹*，竹山　宜典*
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4. 包括的医療報酬制度における重症急
性膵炎に対する診療報酬の妥当性の
調査

厚生労働科学研究費補助
金　難治性疾患等克服研
究事業（難治性疾患克服
研究事業）　難治性膵疾
患に関する調査研究班　
平成 26年度第 2回研究
打ち合わせ会（2015.1.13）
東京

伊佐地秀司*，安積　良紀*，伊佐山浩通*，武田　和憲*，
糸井　隆夫，古屋　智規*

5. 急性膵炎診療ガイドラインの改定 厚生労働科学研究費補助
金　難治性疾患等克服研
究事業（難治性疾患克服
研究事業）　難治性膵疾
患に関する調査研究班　
平成 26年度第 2回研究
打ち合わせ会（2015.1.13）
東京

真弓　俊彦*，佐田　尚宏*，伊佐地秀司*，糸井　隆夫，
片岡　慶正*，廣田　衛久*，竹山　宜典*，五十嵐久人*，
武田　和憲*，横江　正道*

6. 膵炎局所合併症に対する治療の実態
調査

厚生労働科学研究費補助
金　難治性疾患等克服研
究事業（難治性疾患克服
研究事業）　難治性膵疾
患に関する調査研究班　
平成 26年度第 2回研究
打ち合わせ会（2015.1.13）
東京

佐田　尚宏*，黒河内　顕*，笹沼　英紀*，小泉　　大*，
廣田　衛久*，糸井　隆夫，安田 一朗*，伊佐地秀司*，
松本　逸平*，北野　雅之*，竹山　宜典*

7. 門脈血行異常症に関する新ガイドラ
イン作成の経過と今後の予定

厚生労働研究 難治性疾
患等政策研究事業「難治
性の肝・胆道疾患に関す
る調査研究」平成 26年
度第二回総会（2015.1.29）
東京

森安　史典

8. 肝に対する不可逆電気穿孔法（Irrevers-
ible electroporation, IRE）の各種超音波
所見と組織変化－ラジオ波治療との
比較

第 21回肝血流動態・機
能 イ メ ー ジ 研 究 会
（2015.2.7-8）東京

小林　功幸，杉本　勝俊，竹内　啓人，安藤　真弓，
佐野　隆友，森　　俊文，古市　好宏，中村　郁夫，
大城　　久，森安　史典

9. トルバプタン治療における患者のメ
リットは ?：当院におけるトルバプタ
ンの使用経験からわかったこと

第 4回非代償期肝硬変の
合 併 症 対 策 研 究 会
（2015.2.12）東京

山内　芳也

10. 内視鏡所見と消化器症状の検討 第 47回胃病態機能研究
会（2015.2.14-15）東京

桑田　直子，河合　　隆，内藤咲貴子，杉本　弥子，
福澤　麻理，福澤　誠克，植松　淳一，佐藤　丈征，
八木　健二，草野　　央，後藤田卓志，森安　史典

11. 再発腸重積を契機に外科切除された
大腸リンパ管腫の一例

日本消化器病学会関東支
部 第 333 回 例 会
（2015.2.28）東京

山本健治郎，後藤田卓志，河野　　真，草野　　央，
糸井　隆夫，森安　史典

12. 慢性骨髄性白血病に対するダサチニ
ブにより生じたと考えられた出血性
十二指腸潰瘍の一例

日本消化器病学会関東支
部 第 333 回 例 会
（2015.2.28）東京

武田　悠希，小山　洋平，朝井　靖二，團　　宣博，
植木　紳夫，平野　直樹，伊藤　　謙，大場　信之，
西中川秀太，児島　辰也

13. 上行結腸憩室出血に対しシングルバ
ルーン内視鏡およびオーバーチュー
ブを用いてバリウム充填を行った 1例

日本消化器病学会関東支
部 第 333 回 例 会
（2015.2.28）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，草野　　央，福澤　誠克，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　健二，辻　雄一郎，
桑田　直子，植松　淳一，山内　芳也，森安　史典

14. 嚢胞変性を来した膵内分泌腫瘍に
Solid pseudopapillary neoplasmを合併
した 1例

第 62回日本消化器画像
診断研究会（2015.2.28）
東京

向井俊太郎，糸井　隆夫，祖父尼　淳，糸川　文英，
土屋　貴愛，石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，
鎌田健太郎，森安　史典
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15. 胃がん検診における X線検診と血清
リスク検診の無作為割り付け試験
（GALAPAGOSS study）

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

草野　　央，後藤田卓志，石川　秀樹*，大西　洋英*，
松山　　裕*，菅野健太郎*，森安　史典

16. 胃病変の内視鏡的粘膜下層剥離術に
おけるデンタルフロス付きクリップ
による牽引法の有効性について

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

鈴木　　翔，後藤田卓志，河野　　真，岩塚　邦生，
八木　直子，佐藤　丈征，辻　雄一郎，八木　健二，
草野　　央，森安　史典

17. 超音波と病理：Shear waveの伝播速度
に影響する肝臓の病理学的要因は ?－
術中 Shear Wave Elastographとデジタ
ル顕微鏡支援形態計測による解析（主
題）

第 37回超音波ドプラ研
究会（2015.3.14）横浜

安藤　真弓

18. 胆管空腸吻合術後の肝内結石截石困
難例の 1例

第 18回新都心胆膵カン
ファランス（2015.3.17）
東京

向井俊太郎

19. 肝腫瘍鑑別診断における造影 SMIの
有用性

第 28回日本腹部造影エ
コー・ドプラ診断研究会
（JACUA）（2015.4.4）札
幌

安藤　真弓，杉本　勝俊，小林　功幸，竹内　啓人，
小川　沙織，佐野　隆友，森　　俊文，古市　好宏，
中村　郁夫，森安　史典

20. IPMNの治療方針決定における造影
EUSの有用性の検討

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

藤田　　充，糸井　隆夫，祖父尼　淳，糸川　文英，
土屋　貴愛，石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，
梅田　純子，田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，森安　史典

21. 当院における超高齢者（85歳以上）
の総胆管結石に対する内視鏡的治療
の検討

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

武田　悠希*，小山　洋平，朝井　靖二，團　　宣博*，
植木　紳夫*，平野　直樹*，伊藤　　謙*，大場　信之*，
西中川秀太*，児島　辰也

22. 胃腺腫に対する Helicobacter pylori除
菌の影響

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

鈴木　　翔，後藤田卓志，鈴木　晴久*，河野　　真，
岩塚　邦生，八木　直子，草野　　央，小田　一郎*，
関根　茂樹*，森安　史典

23. 非アルコール性脂肪性肝疾患におけ
る Shear Wave Elastographyの臨床的意
義－NAFLD activity scoreとの比較

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

岩塚　邦生，杉本　勝俊，大城　　久，安藤　真弓，
佐野　隆友，森　　俊文，平良　淳一，古市　好宏，
今井　康晴，中村　郁夫，森安　史典

24. 内視鏡的委縮と組織学的委縮の日英
の比較

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

河野　　真，後藤田卓志，草野　　央，岩塚　邦生，
鈴木　　翔，小田　一郎*，Anthony Axon*,  
森安　史典

25. Intermediate stage 以後および肝機能不
良肝癌に対する DEB-TACEの治療成
績

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

佐野　隆友，小林　功幸，森安　史典

26. B型慢性患者における HBV抗原特異
的 CD4陽性 T細胞の解析

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

浅部　伸一*，加藤　孝宣*，浅野　岳晴*，吉田　行雄*，
中村　郁夫

27. 当院におけるトルバプタンの使用経
験

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

山内　芳也，古市　好宏，竹内　啓人，小川　紗織，
安藤　真弓，佐野　隆友，森　　俊文，杉本　勝俊，
小林　功幸，森安　史典

28. 肝腫瘍領域における音響放射力の引
き起こす変異とその伝播の観察

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

金子　侑子*，渡辺　正毅*，森安　史典

29. 複数の穿刺針をリアルタイムにガイ
ドする Smart Navigationの検討

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

嶺　　喜隆*，森安　史典，今井　康晴，杉本　勝俊，
佐野　隆友，中内　章一*，泉　　実教*，田中　　豪*

30. 肝エラストグラフィで肝硬度の経時
的変化を観察し得た C型急性肝炎の 1
例

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

朝井　靖二
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31. NASHモデルラットの肝臓の組織弾性
と病理学的変化の比較検討

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

小川　紗織

32. 膵腫瘤を対象とした EUS-FNAにおけ
る穿刺法に関する多施設共同前向き
比較試験

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

向井俊太郎，蘆田　玲子*，入澤　篤志*，糸井　隆夫，
祖父尼　淳，土屋　貴愛，石井健太郎，池内　信人，
鎌田健太郎，渋川　悟朗*，阿部　洋子*，忌部　　航*，
星　　恒輝*，山部　茜子*，五十嵐　亮*，森安　史典

33. BD-IPMNにおける CE-EUSの有用性
の検討

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

藤田　　充，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，
森安　史典

34. 内視鏡切除を施行した Ip型大腸 SM
癌の臨床病理学的検討

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

福澤　誠克，河合　　隆，森安　史典

35. 悪性大腸狭窄に対する大腸ステント
留置術：留置後合併症の比較検討

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

奈良橋喜芳*，新戸　禎哲，黒澤　貴志，吉野　美幸*，
小島　啓夫*，水野　真之，多賀　　誠*，古市　好宏，
澤田　孝繁*，岡田　了祐*，西田　二郎*，長嶋　　隆*，
松浦　直孝*，佐藤　　滋*，吉田　紘一*，大坪　毅人*

36. Dual red imaging機能を用いた新しい
食道静脈瘤診断方法

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

古市　好宏，後藤田卓志，森安　史典

37. 胆道疾患における胆汁細菌叢につい
ての検討

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

小山　洋平，伊藤　　謙*，大場　信之*，朝井　靖二，
團　　宣博*，武田　悠希*，植木　紳夫*，平野　直樹*，
西中川秀太*，児島　辰也

38. ループ形成腸管に対して左旋回を中
心とした軸保持短縮法による大腸内
視鏡挿入法

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

平野　直樹*，小山　洋平，團　　宣博*，朝井　靖二，
武田　悠希*，植木　紳夫*，伊藤　　謙*，大場　信之*，
西中川秀太*，児島　辰也

39. 急性胆嚢炎に対する内視鏡的経乳頭
的胆嚢ドレナージにおける新規ガイ
ドワイヤー（VisiGlide2）単独使用の
有用性

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

黒澤　貴志，新戸　禎哲，澤田　孝繁*，水野　真之，
松浦　直孝*

40. 胃 GISTを ESDにて局所切除し，遅
発生穿孔予防に内視鏡的組織被覆法
を行った 1例

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

植松　淳一，福澤　誠克，古賀　幹教，河野　　真，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　直子，辻　雄一郎，
山本　　圭，八木　健二，後藤田卓志，河合　　隆，
森安　史典

41. 上部消化管内視鏡スクリーニングに
おける抗血栓薬服用者の現状と新ガ
イドライン作成後の遵守状況

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

河野　　真，後藤田卓志，森安　史典

42. 超高齢者採石困難結石に対する
ESLBDの有用性と安全性の検討

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

田中　麗奈，糸井　隆夫，祖父尼　淳，糸川　文英，
石井健太郎，辻　修二郎，土屋　貴愛，池内　信人，
鎌田健太郎，梅田　純子，殿塚　亮祐，本定　三季，
向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典

43. 内視鏡所見と消化器症状の関連性の
検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2013.6.6）東
京

柳澤　京介，河合　　隆，内藤咲貴子，杉本　弥子，
福澤　麻理，山岸　哲也，八木　健二，森安　史典

44. 肝細胞癌に対するマルチポーラ針に
よるラジオ波焼灼療法の治療成績：モ
ノポーラ針との比較検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2013.6.6）東
京

竹内　啓人，小林　功幸，杉本　勝俊，小川　紗織，
安藤　真弓，佐野　隆友，森　　俊文，古市　好宏，
中村　郁夫，森安　史典，平良　淳一，今井　康晴

45. 非乳頭部原発十二指腸腫瘍に対する
治療法選択－臨床病理学的検討およ
び内視鏡治療成績から－

第 175回東京医科大学医
学会総会（2013.6.6）東
京

竹内　眞美，福澤　誠克，草野　　央，八木　健二，
辻　雄一郎，八木　直子，佐藤　丈征，鈴木　　翔，
後藤田卓志，森安　史典
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46. 十二指腸病変の内視鏡治療後潰瘍に
対するポリグリコール酸シートと
フィブリン接着剤併用被蓋法の使用
経験

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

阿部　正和，後藤田卓志，古賀　幹教，佐藤　丈征，
鈴木　　翔，八木　直子，草野　　央，福澤　誠克，
森安　史典

47. 膵性胸水に伴う膵管胸腔瘻に対して
内視鏡的膵管ドレナージ術にて改善
を得た一例

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

小山　洋平，伊藤　　謙*，朝井　靖二，團　　宣博*，
武田　悠希*，植木　紳夫*，平野　直樹*，大場　信之*，
西中川秀太*，児島　辰也

48. 胃切除後の病理組織検査で診断され
た胃内分泌細胞癌の一例

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

森瀬　貴之，羽山　弥毅，山田　昌彦，堀部　俊哉，
原田　容治，伊藤　一茂，高木　　融，工藤　玄恵

49. 中下部悪性胆道狭窄に対するメタル
ステント留置術～BONASTENTの使
用経験を含めて～

T o k y o  a c a d e m y
（2015.6.14）東京

土屋　貴愛

50. Walled-off  necrosisに対する両端フレ
ア型大口径メタルステントの有用性

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19-20）名古
屋

向井俊太郎，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，鎌田健太郎，池内　信人，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，藤田　　充，
森安　史典

51. EUS-FNAにて診断し切除し得た膵原
発平滑筋肉腫の 1例

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19-20）名古
屋

本定　三季，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
石井健太郎，池内　信人，鎌田健太郎，田中　麗奈，
梅田　純子，殿塚　亮祐，向井俊太郎，藤田　　充，
森安　史典，森田　泰弘*

52. Acinar cell cystadenomaの一切除例 第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19-2015.6.20）
名古屋

鎌田健太郎，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
石井健太郎，辻　修二郎，池内　信人，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，藤田　　充，
向井俊太郎，森安　史典

53. 消化器疾患の診断にチャレンジ！：症
例提示

第 4回ドクターガストロ
（2015.7.4）東京

佐藤　靖子

54. 消化器疾患の診断にチャレンジ！：症
例提示

第 4回ドクターガストロ
（2015.7.4）東京

山城　奈々

55. 消化管　胃：H. pylori除菌後　胃腫瘍
の診断 読影者

第 16回臨床消化器病研
究会（2015.7.25）東京

草野　　央

56. 膵疾患治療最近の話題～当院で経験
した興味深い膵疾患も含めて～

第 8 回 M e t r o p o l i t a n 
Endoscopic Future Forum
（2015.7.28）東京

梅田　純子

57. 肝・脾硬度と門脈圧亢進症（要望演
題）：脾動脈塞栓術により肝脾硬度が
低下した突発性門脈圧亢進症の 1例

第 22回日本門脈圧亢進
症学会総会（2015.9.10-

2015.9.11）横浜

笠井　美孝，古市　好宏，吉益　　悠，竹内　啓人，
小川　紗織，小島　真弓，佐野　隆友，杉本　勝俊，
小林　功幸，中村　郁夫，森安　史典

58. 門脈腫瘍栓に対し SMI（Superb Micro-

vascular imaging）を行った 2症例：
Sonazoid造影超音波との比較

第 22回日本門脈圧亢進
症学会総会（2015.9.10-

2015.9.11）横浜

高木　　竜，平良　淳一，今井　康晴

59. 胆嚢管を主座とした Intraductal papil-
lary neoplasm of bile duct（IPNB）の一
例

第 63回日本消化器画像
診断研究会（2015.9.11-

2015.9.12）鎌倉

藤田　　充，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，鎌田健太郎，田中　麗奈，殿塚　亮祐，
本定　三季，森安　史典

60. 術後腸管再建例における胆管結石治
療の検討

第 51回日本胆道学会学
術 集 会（2015.9.17-

2015.9.18）宇都宮

殿塚　亮祐，糸井　隆夫，森安　史典

61. RFA後に同一区域内多発再発を認め
た 2例

第 35回東京肝癌局所治
療研究会（2015.9.19）東
京

竹内　啓人

62. NBI併用拡大内視鏡観察による胃病変
診断能は短時間講義で向上するか ?

第 12回拡大内視鏡研究
会（2015.9.19）横浜

草野　　央，山本　頼正*，角嶋　直美*
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63. 胃アニキサス症と同時に胃癌，食道癌
が発見された一例

日本消化器病学会関東支
部 第 336 回 例 会
（2015.9.26）東京

清宮　　怜，桑田　直子，古賀　幹教，青木　勇樹，
杉本　暁彦，河野　　真，佐藤　丈征，八木　健二，
後藤田卓志，森安　史典，米澤　　仁*，渋谷　　豪*，
鈴木　和臣*，成宮　孝祐*，山本　雅一*

64. 当院で経験した膵脂肪置換の 2例 日本消化器病学会関東支
部 第 336 回 例 会
（2015.9.26）東京

小嶋　啓之，大場　信之*，吉峰　尚幸*，小山　洋平，
武田　悠希*，植木　紳夫*，伊藤　　謙*，平野　直樹*，
西中川秀太*，児島　辰也

65. Superb Micro-vascular Imaging（SMI）
造影における perfusionの同時描出

第 38回超音波ドプラ研
究会（2015.10.24）東京

坪内　信彦，平良　淳一，黒澤　貴志，山内　芳也，
土方　美穂，松江　右武，高橋　佑輔，辻　雄一郎，
平山　泰丈，奴田原大輔，池内　信人，中村　洋典，
福澤　誠克，高垣　信一，片上　利生，今井　康晴

66. 膵疾患における示唆に富む症例（膵
炎・膵癌 etc）

第 23 回 Tokyo Pancreas 
Club（2015.11.6）東京

山本健治郎

67. 非多血性肝細胞癌における RFA治療
後再発の検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

小島　真弓，佐野　隆友，杉本　勝俊，中村　郁夫，
森安　史典，平良　淳一，今井　康晴

68. ABC検診における D群の内視鏡的委
縮からの再評価

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

辻　雄一郎，福澤　誠克，後藤田卓志，草野　　央，
八木　健二，桑田　直子，佐藤　丈征，河野　　真，
森安　史典，河合　　隆

69. Macrolides sensitize EGFR-TKI-induced 
non-apoptotic cell death via blocking 
autophagy fl ux in pancreatic cancer cell 
lines

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

向井俊太郎，糸井　隆夫，森谷　昇太，風間　宏美，
平本　正樹，宮澤　啓介，國場　寛子，横山　智央，
半田　　宏

70. 大腸悪性リンパ腫と胃癌が多発性に
認められた 1例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

阿部　正和，山口　　隼，森瀬　貴之，岸本　佳子，
梅田　純子，羽山　弥毅，山田　昌彦，堀部　俊哉，
原田　容治，高橋　恒輔*，青木　利明*，工藤　玄恵*

71. CMV腸炎の発症を契機に診断しえた
重症潰瘍性大腸炎の一例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

深澤　友里*，田部井弘一*，二階堂　孝*，田邉　秀聡*，
山本　　圭，竹内　眞美，斑目　　明，勝呂　麻弥

72. ガス産生菌による急性閉塞性化膿性
胆管炎が原因と思われる胆道気腫症
の 1例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

松本　泰輔，新戸　禎哲，黒澤　貴志，水野　真之，
澤田　孝繁*，松浦　直孝*

73. 急性胆嚢炎に対し EUS下胆嚢ドレ
ナージを施行後，経ステント的に巨大
胆嚢結石を完全除去し得た 1例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

掛川　達矢，糸井　隆夫，祖父尼　淳，辻　修二郎，
土屋　貴愛，池内　信人，鎌田健太郎，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，
藤田　　充，山本健治郎，森安　史典

74. 主膵管破綻を伴う外傷性膵損傷に対
し膵管ステント留置による保存的加
療が奏功した 1例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

香川　泰之，糸井　隆夫，祖父尼　淳，辻　修二郎，
土屋　貴愛，池内　信人，鎌田健太郎，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，
藤田　　充，山本健治郎，森安　史典

75. 内視鏡治療後，急速に増大した縦隔リ
ンパ節転移により気道狭窄を来した
早期食道癌の 1例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

小山　洋平，西中川秀太*，小嶋　啓之，吉峰　尚幸*，
武田　悠希*，植木　紳夫*，伊藤　　謙*，平野　直樹*，
児島　辰也

76. 腸石嵌頓を伴った十二指腸憩室炎に
対して内視鏡的腸石除去術を行い治
癒しえた 1例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

勝呂　麻弥，山本　　圭，田部井弘一*，竹内　眞美，
斑目　　明，深澤　友里*，田邉　秀聡*

77. 胆管空腸吻合術後の肝内結石症に対
しバルーン内視鏡下 EHLにより治療
し得た 1例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

松波　幸寿，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，田中　麗奈，
梅田　純子，殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，
藤田　　充，山本健治郎，森安　史典
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78. 壁在結節を有する分枝型 IPMNにおけ
る造影 EUSの有用性の検討

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

藤田　　充，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，池内　信人，鎌田健太郎，梅田　純子，
田中　麗奈，殿塚　亮祐，本定　三季，向井俊太郎，
山本健治郎，森安　史典

79. 術後膵管吻合部狭窄に対して EUS-PD
後に仮性動脈瘤出血を来した 1例

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

山本健治郎，糸井　隆夫，祖父尼　淳，土屋　貴愛，
辻　修二郎，鎌田健太郎，田中　麗奈，殿塚　亮祐，
本定　三季，向井俊太郎，藤田　　充，森安　史典

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. Best reviewers award for 2014 Dig Endsc：Digest ive 

Endoscopy（2015.4.14）
Japan Gastroenterological 
Endoscopy Society

Sofuni A

2. Best reviewers award for 2014 Dig Endsc：Digest ive 
Endoscopy（2015.4.14）
Japan Gastroenterological 
Endoscopy Society

Kusano C

3. 2015 GIE Reviewer Award Winners：
Video GIE Board

GIE：Gas t ro in t e s t i na l 
Endoscopy（2015.5.8）
The American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy

Itoi T

4. Presidential Poster of Distinction：The 
effect of interferon-free asunaprevir/
daclatasvir combination therapy on innate 
immune responses（NK cell activity and 
frequency of CD56dim and CD56bright 
NK cell subset in peripheral blood）in 
chronic hepatitis C patients

AASLD：The Liver Meet-
ing 2015（2015.11.15）
San Francisco，USA

Nakamura I,  Furuichi Y,  Sugimoto K,  Kobayashi Y,  
Moriyasu F

5. Posters of distinction awards：The treat-
ment strategy for walled off  necrosis after 
necrotizing pancreatitis in accordance 
with the morphological feature

Asian Pacific Digestive 
Week 2015（2015.12.5）
Taipei, Taiwan

Mukai S

B1. ドクターの肖像⑥患者さんの体にや
さしい医療を目指し最先端医療に挑
む（取材協力）

「 が ん 治 療 」 新 時 代 
v o l . 0 6：2 4-2 7 ,  2 0 1 5
（2015.1.10）（定期刊行物）

森安　史典

2. アンサーパッドで学ぶ NBI診断プロ
セス～臓器別における通常観察から
拡大観察まで～：大腸（特別講演）

第 2回茨城NBIセミナー
（2015.1.11）つくば

福澤　誠克

3. 健康ニュース 膵臓がん編⑮「ハイフ」
（取材協力）

夕刊フジ（2015.1.20）19
面（2015.1.20）（夕刊紙）

森安　史典

4. 十二指腸乳頭部腫瘍の内視鏡診断と
治療（講演）

国立がん研究センター中
央病院 第 3回家族性大
腸腺腫症セミナー兼患者
会（ハーモニーライフ）
懇親会（2015.1.24）東京

糸井　隆夫

5. 胆膵疾患の内視鏡治療の進歩（講演） 第 28回日本消化器内視
鏡学会九州セミナー
（2015.1.25）福岡 /テキ
スト p. 107-110

糸井　隆夫

6. 健康ニュース 膵臓がん編⑯「ナノナ
イフ」（取材協力）

夕刊フジ（2015.1.27）19
面（2015.1.27）（夕刊紙）

森安　史典
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7. REAL-TAC seminar：日常診療におけ
る酸分泌抑制薬の意義－H. pylori除菌
から上部内視鏡治療を踏まえて－（講
演）

消化器専門医のための消
化器最新情報・手技セミ
ナーREAL-TAC（2015.1.31）
東京

後藤田卓志

8. BSJ Endoscopy National Sales Training 
2015 膵管ステント up to date（講演）

ボストン・サイエンティ
フィック ジャパン株式
会社社内教育講演会
（2015.2.2）浦安

祖父尼　淳

9. 模範解答　全 12問 メディックメディア，第
109回医師国家試験採点
サービス　解答速報，
web 開 覧（2015.2.14）
（Web公開）

糸井　隆夫

10. 消化管術後の胆膵治療の最前線（講
演）

Hot Topics of Gastroenter-
ology （2015.3.2）東京

糸井　隆夫

11. 下部消化管領域の話題（講演） Hot Topics of Gastroenter-
ology （2015.3.2）東京

斎藤　　豊

12. あなたを癒やす医心伝身 第 420回 が
ん細胞にナノの孔を開ける組織再生
可能の「ナノナイフ」（取材協力）

週 刊 ポ ス ト（2015.3.6
号）：123，2015（2015.3.6）
（一般誌）

森安　史典

13. 膵疾患における内視鏡診断の基本と
応用（特別講演）

第 6回 Endoscopic Forum 
（2015.3.13）東京

糸井　隆夫

14. 結石および治療困難症例の解説（司
会）

第 14回東京 ERCPビデ
オセミナー（2015.3.15）
東京

糸井　隆夫，今津　博雄*

15. 結石および治療困難症例の解説（症例
提供）

第 14回東京 ERCPビデ
オセミナー（2015.3.15）
東京

池内　信人

16. 症例から学ぶ胆膵治療内視鏡の困難
例の対処法：EUS関連（講演）

TV Takeda Alimentary 
Conference（2015.3.18）
Digestive News：2015年
11月作成　リーフレッ
ト ，6-10，2015

糸井　隆夫

17. 胃 ESD施行にあたって知っておくべ
きガイドライン（特別講演）

上部消化管セミナー
（2015.3.19）神戸

後藤田卓志

18. 消化器の検査　膵臓の超音波内視鏡
検査

日本消化器病学会の健康
ニュース 消化器のひろ
ば 春号 No.6：9, 2015
（2015.3.20）（機関誌）

糸井　隆夫

19. 消化器領域における感染症～膵・胆道
疾患を中心に～（講演）

塩野義製薬株式会社社内
研修会（2015.3.23）東京

祖父尼　淳

20. 日常診療における酸分泌抑制薬の意
義（特別講演）

由利本荘・にかほ地区酸
分 泌 疾 患 研 究 会
（2015.3.30）由利本荘

後藤田卓志

21. 難治性膵癌治療への新たなる挑戦～
HIFU療法の可能性と未来～（講演）

大鵬薬品工業株式会社社
内研修会（2015.3.30）東
京

祖父尼　淳

22. エラストグラフィー肝臓病診断（講
演）

東 芝 広 州 セ ミ ナ ー
（2015.4.11）広州，中華
人民共和国

森安　史典
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23. 日常診療における酸分泌抑制薬の意
義（特別講演）

第 120回大曲仙北医師会
学術講演会（2015.4.17）
仙北

後藤田卓志

24. ピロリ菌低感染・除菌時代の胃癌診断
のコツ（講演）

エキスパートに学ぶ胃癌
（2015.4.27）Next TV 

Symposium 2015

後藤田卓志

25. ESDにおける偶発症への対策～出血
管理・穿孔対策・麻酔まで～（keynote 
lecture）

第 1 回 ESD セ ミ ナ ー
（2015.5.8）北九州

後藤田卓志

26. 潰瘍性大腸炎における発癌と内視鏡
診断（司会）

第 39回日本消化器内視
鏡 学 会 セ ミ ナ ー
（2015.6.1）名古屋

酒井　義浩

27. エキスパートに学ぶ胃癌：ピロリ菌低
感染・除菌時代の胃癌診断のコツ

Next Magazine 通算第 15
号 2015 年 6 月 発 行：
3-4，2015（2015.6.1）（リー
フレット）

後藤田卓志

28. primary care Q&A プライマリケア医の
質問に答える：エキスパートに学ぶ胃
癌（監修）

Next Magazine 通算第 15
号 2015 年 6 月 発 行：
5-6，2015（2015.6.1）（リー
フレット）

後藤田卓志

29. Smart Fusion and CEUS for liver diagno-
sis and therapy in daily practice（Lecture）

Conference “New Ultra-
sound Horizons in Oncol-
ogy：See the Unseen”
（2015.6.4）Khabarovsk, 

Russia

Moriyasu F

30. 胃 ESDにおける偶発症対策～穿孔・
止血・鎮静など～（講演）

消化器内視鏡手技セミ
ナー（2015.6.5）深谷

後藤田卓志

31. PEP予防における膵管ステント（特別
講演）

膵管ステントを考える～
PEP 予 防 を 中 心 に～
（2015.6.5）大阪

祖父尼　淳

32. 特別講演（座長） 第 10回新都心消化器カ
ンファレンス（2015.6.9）
東京

糸井　隆夫

33. 一般演題（座長） 第 10回新都心消化器カ
ンファレンス（2015.6.9）
東京

祖父尼　淳

34. 急性膵炎に対する当科の治療成績～
抗菌薬使用を中心として（講演）

第 10回新都心消化器カ
ンファレンス（2015.6.9）
東京

鎌田健太郎

35. Facilitator COOK International ERCP 
M e e t i n g  i n  To k y o 
（2015.6.10）Tokyo, Japan

糸井　隆夫

36. C型肝炎の治療変遷（講演） abbvie消化器系事業本部
勉強会（2015.6.11）東京

中村　郁夫

37. 胆膵内視鏡治療の現状と将来展望（医
学講演）

消化器内視鏡ビジネス
キックオフ（2015.6.15）
東京

糸井　隆夫

38. 胃がん検診の終わりの始まり 特定 NPO法人 日本胃が
ん予知・診断・治療研究
機構 Gastro-Health Now 
第 3 6 号：1-2 ,  2 0 1 5
（2015.6.15）（機関誌）

後藤田卓志
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39. 専門家に送るべき膵・胆道系炎症性疾
患（講師）

東京医科大学第 7回キャ
リア・復職支援ベーシッ
クプログラム（2015.6.16）
東京

祖父尼　淳

40. 特集「がん」で死なない！ がん名医
の健康法：規則正しい食生活，仕事に
優先順位をつけること（取材協力）

サ ン デ ー 毎 日
（2015.6.21）：136-137，
2015（2015.6.21）（一般誌）

後藤田卓志

41. 胆管カニュレーション困難例への対
処法～基本から応用まで～（講演）

Next Lecture Meeting in 
KUDAN（2015.6.25） 東
京

糸井　隆夫

42. ESDの功罪（特別講演） 第 19 回青森 ESD カン
ファランス（2015.6.27）
五所川原

後藤田卓志

43. ABC検診の現状と問題点：除菌治療
も含めて（特別講演）

タケキャブ錠発売記念講
演会（2015.6.30）相模原

後藤田卓志

44. ERCP関連手技の最先端・エビデンス
も含めて（特別講演）

第 31回埼玉胆膵懇話会
（2015.7.10）さいたま

糸井　隆夫

45. 小腸バルーン内視鏡を用いた治療
ERCP（特別講演）

第 10回静岡消化器癌研
究会学術講演会～肝胆膵
疾患に対する治療～
（2015.7.11）静岡

糸井　隆夫

46. 胃癌の内視鏡治療（講師） 第 30回日本消化器内視
鏡学会関東セミナー
（2015.7.12）東京 / テキ
スト p. 34-41

後藤田卓志

47. 膵癌の診断・治療の最前線（Special 
Lecture）

Scientifi c Exchange Meet-
ing（2015.7.22）東京

糸井　隆夫

48. 胃がんの検診及び予防について（特別
講演）

横手市胃がん予防市民
フォーラム－ヘリコバク
ター・ピロリ除菌で胃が
ん予防！－（2015.7.26）
横手

後藤田卓志

49. 胆膵内視鏡治療の最前線（特別講演） 第 7回上小消化器病を考
える会（2015.8.19）上田

糸井　隆夫

50. ERCP後膵炎予防に対する膵管ステン
ト（司会）

東京都 Pancreatic Stent検
討会（2015.8.19）東京

祖父尼　淳

51. 基本手技の標準化を目指して（術者・
コメンテーター）

第 9回広島消化管内視鏡
ラ イ ブ セ ミ ナ ー
（2015.8.22）広島

後藤田卓志

52. Guest Faculty：ライブデモンストレー
ション，総合討論・質疑応答ディス
カッサー

第 2回東北 GI Innovation 
ライブセミナー in 仙台
（2015.8.29）仙台

糸井　隆夫

53. Guest Faculty：ライブデモンストレー
ション，総合討論・質疑応答ディス
カッサー

第 2回東北 GI Innovation 
ライブセミナー in 仙台
（2015.8.29）仙台

後藤田卓志

54. ライブデモンストレーション：アシス
タント

第 2回東北 GI Innovation 
ライブセミナー in 仙台
（2015.8.29）仙台

鎌田健太郎，鈴木　　翔

55. 第 89回日本消化器内視鏡学会総会 ラ
ンチョンセミナー：新た場先端系デバ
イスによる ESD治療戦略（司会コメ
ント：はじめに，統括）

ツナガル！医療情報マガ
ジン MEDISTER 特別編
集 2015（2015.9.1）（リー
フレット）

後藤田卓志
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56. カニュレーションとドレナージ：胆管
ドレナージの基本（講演）

第 15回東京 ERCPビデ
オセミナー～カニュレー
ションとドレナージ～
（2015.9.6）東京

糸井　隆夫

57. カニュレーションおよびステント留
置困難症例の解説：症例提供

第 15回東京 ERCPビデ
オセミナー～カニュレー
ションとドレナージ～
（2015.9.6）東京

藤田　　充

58. 世界における慢性 B型肝炎の有病率
の評価－西太平洋地域では，日本は，
オーストラリア・マレーシアに次いで
3番目に低率－（解説）

CareNet.com －CLEAR！
ジャーナル四天王（409）
－（2015.9.9）（Web公開）

中村　郁夫

59. 胃癌の診療とピロリ感染（特別講演） 第 114回消化器病研究会
（2015.9.11）成田

後藤田卓志

60. 症例検討（座長） 多摩消化器フォーラム
2015（2015.9.19）武蔵野

後藤田卓志，山口　康晴*

61. 症例検討：症例提示 多摩消化器フォーラム
2015（2015.9.19）武蔵野

草野　　央

62. 胆膵内視鏡診療－基本から最近の話
題まで　第 1部 ERCP 胆膵管鏡・その
活用と最近の話題（講演）

日本消化器内視鏡学会第
38回重点卒後教育セミ
ナー（2015.9.27）東京 /
テキスト p. 12-20

糸井　隆夫

63. 症例検討（司会） 第 263 回 木 曜 会 例 会
（2015.10.1）東京

後藤田卓志

64. 健康相談室 Q&A　わき腹の鈍痛。胆
石が原因 ?（回答）

Health&Life 10月号：21, 
2015（2015.10.1）（定期
刊行物）

糸井　隆夫

65. 次世代胆道鏡の有用性と安全性 JDDW2015ボストン・サ
イエンティフィック 
ジャパン ブースレク
チャー（2015.10.9）東京

田中　麗奈，糸井　隆夫

66. 総合司会 Metropolitan　Digestive 
D i s e a s e  C o n f e r e n c e
（2015.10.15）東京

糸井　隆夫

67. Interventional EUSの進歩と課題（特別
講演）

消 化 器 疾 患 Meeting 
（2015.10.17）観音寺

糸井　隆夫

68. 早期胃癌に対する ESDの現状と今後 消 化 管 疾 患 懇 話 会
（2015.10.28）大阪

後藤田卓志

69. 消化器病診療の最前線：急性膵炎　治
療の最前線－診療ガイドライン 2015
に基づいて－（講演）

日本消化器病学会関東支
部第 27 回教育講演会
（2015.11.1）東京

糸井　隆夫

70. Interventional EUSの進歩と課題（特別
講演）

県央地区消化器疾患研究
会（2015.11.6）諫早

糸井　隆夫

71. C型肝炎治療の新たな治療戦略－IFN 
Free時代の到来－（特別講演）

杉並区薬剤師会学術講演
会（2015.11.19）東京

中村　郁夫

72. Current status of EUS technology：Inter-
ventional EUS..Pushing the limits（Lun-
cheon symposium：Keynote lecture）

EUS-TAP 2015 Master 
Class（2015.12.6）Taipei, 
Taiwan

Itoi T
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腎 臓 内 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　臨床医学の知識と技術の習得が目標である。具体的には，医学部学生では医師国家試験合格，後期臨床研修医で

は腎臓専門医・透析専門医の資格取得が一つの到達目標である。
「現 状 説 明」　学生教育に対し，当科は診療科であるが各講座と同等の講義と臨床実習，期末試験のカリキュラムを担って実施

している。初期臨床研修医に対しては，一般臨床レベルの向上とともに急性腎障害，慢性腎臓病の診断・治療を
経験できるように指導している。後期研修医に対しては，3年間で腎臓内科医として一人立ちできるように修練
体制を構築している。

「点検・評価」　上記の到達目標は概ね達成されている。学生の講義や臨床実習では，一部の内容や時間が他科と重複しているの
で学生が混乱する場合がある。

「改 善 方 策」　学生，研修医から感想を聴取してスタッフ会議にて検討し，さらに効率的な教育めざして充実させる。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床上の意義が高くかつ新規性があり，内容の充実度の高い研究成果を発表することを目指す。研究成果はでき

るだけ評価の高い医学誌への論文発表を目標とする。
「現 状 説 明」　研究は臨床医学の向上を目的とした，診療に直結した内容を目指しており，医局員は常時各自の研究テーマもち，

それに関するデータ収集，解析，関係論文の検索などに努めている。結果は逐次，学会発表しており，一般演題
のみならずシンポジウムやワークショップでの発表にも毎年採用されている。

「点検・評価」　研究報告の数，質とも不十分である。原著論文が少ない。教育と診療に優先的に時間を割かなければならないた
め，どうしても研究にかける時間が制約されている。

「改 善 方 策」　日々の診療の中で常に研究デザインを意識する。基礎研究の動向を的確に把握して，それを臨床研究に還元する
べく努める。研究により夢が持てるようにする。研究にかける時間が取れるように，科内の体制を整備する。

【診療】
「到 達 目 標」　新知見や新技術を適正評価して診療に反映させる。個々の患者のライフスタイルを配慮した診療を重視し，治療

成績の向上を常に目指す。
「現 状 説 明」　内科的腎疾患（糸球体腎炎，ネフローゼ症候群，腎硬化症，糖尿病性腎症，膠原病など全身性疾患による腎障害，

多発性嚢胞腎，中毒性腎症，体液・電解質異常，腎不全など）や血液浄化療法（血液透析，血液透析濾過療法，
腹膜透析，血漿交換，吸着療法，白血球除去療法など）を専門としている。

「点検・評価」　当科は，専門病院として相応しい臨床的技量と見識をもつと自己評価できる。我が国有数と認められている分野
がある一方，やや弱い分野もある。外来患者数や入院患者数が多いとは言えない。透析ベッド数が少ないため，
維持透析患者の診療が不十分である。

「改 善 方 策」　外来スペースおよび透析スペースを拡充する必要がある。しかし現状では，病院全体のスペースは限られている
ため困難かもしれない。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　腎臓病や透析療法の分野での標準的専門診療の普及を目指す。
「現 状 説 明」　当科医師は，各学会の理事や評議員，委員会委員長，委員会メンバー，厚生労働省の検討会委員などに就任して，

学会運営や専門医認定，診療ガイドライン作成などに参加している。また全国各地域の医師やコメデイカルの集
会で講演して臨床的技量と見識の普及に努めている。また一般患者向けの市民公開講座で講演者や座長をつとめ
ている。

「点検・評価」　社会貢献は時間の許す限り実行できていると自己評価したい。
「改 善 方 策」　時間が許す限り行う。

I.　著書
1. Pathophysiology and Pharmacotherapy of 

Cardiovascular Disease, Chapter37 Cal-
cium Channel Blockers in the Treatment 
of Hypertension

Springer International Pub-
lishing Switzerland, 807-

822, 2015

Kanno Y,  Ohno Y*,  Takenaka T*

（Editors：Gowraganahalli Jagadeesh*,  Pitchai Balakumar*,  
Khin Maung-U*）

2. 今日の治療指針　9腎疾患　血液浄化
法

医学書院，580-581, 2015 菅野　義彦（監：山口　　徹*，北原　光夫*，
編：福井　次矢*，高木　　誠*，小室　一成*，他）
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3. 透析患者診療に役立つ診断と重症度
判定のためのアプローチ　第 II章臓
器別のアプローチ　内分泌・代謝　2
甲状腺機能異常

日本メディカルセン
ター，195-196, 2015

日比野祐香，菅野　義彦
（編：加藤　明彦*，小松　康宏*，中山　昌明*）

4. いまさら訊けない！透析患者の薬剤
の考えかた，使いかた Q&A　V糖尿
病・代謝・栄養　Q7.透析患者ではビ
タミン類の補充はどういうときに必
要ですか ?またどうやって補うのがよ
いですか ?

中 外 医 学 社，232-239, 
2015

和田　憲和，菅野　義彦（編：加藤　明彦*）

5. 知りたいことがよくわかる腎臓病教
室　第 4版
　 5　腎臓病の診断と治療の実際
　 7　腎臓病と薬
　11　 透析療法　長期透析の合併症と

予防策

医歯薬出版，49-62, 2015
75-94
173

（編：中尾　俊之），松本　　博，金澤　良枝*，
神保　洋子，戸田さやか，松野　直徒*

岡田　知也
岡田　知也
長岡　由女

6. 透析療法パーフェクトガイド第 4版第
2刷　VI透析合併症と対策
　 6．高血圧
　 7．低血圧
　 8．初回透析症候群
　 9．脳血管障害
　10．動脈硬化症，血管石灰化

医 歯 薬 出 版，164-165, 
2015
　　　　　　166-167
　　　　　　168-169
　　　　　　170-171
　　　　　　172-173

菅野　義彦（編：飯田　喜俊*， 秋葉　　隆*）

7. 慢性腎臓病生活・食事指導マニュアル
～栄養指導実践編～

東京医学社，2015 日本腎臓学会，菅野　義彦，他
（監：日本腎臓学会，編：腎疾患重症化予防実践事業　
生活・食事指導マニュアル改訂委員会）

8. 医師・コメディカルのための慢性腎臓
病生活・食事指導マニュアル

東京医学社，2015 日本腎臓学会，菅野　義彦，他
（監：日本腎臓学会，編：腎疾患重症化予防実践事業　
生活・食事指導マニュアル改訂委員会）

9. 腎障害進展予防と腎代替療法への移
行　CKDステージ G3b～5診療ガイ
ドライン 2015

東京医学社，2015 山縣　邦弘*，菅野　義彦，他
（監：厚生労働科学研究委託事業研究班，日本腎臓学
会，日本糖尿病学会，日本高血圧学会，日本老年医
学会，日本透析医学会，日本臨床腎移植学会，編：
慢性腎不全診療最適化による新規透析導入減少実現
のための診療システム構築に関する研究研究班）

II.　学術論文
A1. Association between visit-to-visit clinic 

blood pressure variability and home blood 
pressure variability in patients with 
chronic kidney disease

Renal Failure 37（3）：446-

451, 2015（IF=0.875）
Okada T,  Wada T,  Nagaoka Y,  Kanno Y

2. Uric acid level has a U-shaped association 
with loss of kidney function in healthy 
people：A prospective cohort study

PLOS ONE Feb（6）：
d o i：1 0 . 1 3 7 1 / j o u r n a l .
p o n e . 0 11 8 0 3 1 ,  2 0 1 5
（IF=3.057）

Kanda E*,  Muneyuki T*,  Kanno Y,  Suwa K*,  Nakajima K*

3. Water-permeable dialysis membranes for 
multi-layered microdialysis system

Front Bioeng Biotechnol 
Jun 2（3）70 doi：10.3389/
fbioe.2015.0070, 2015
（IF=3.02）

To N*,  Sanada I*,  Ito H*,  Prihandana GS*,  Morita S*,  Kanno 
Y,  Miki N*
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4. Relationship between dietary protein 
intake and the changes in creatinine clear-
ance and glomerular cross-sectional area 
in patients with IgA nephropathy

Clin Exp Nephrol 19（4）：
661-668, 2015（ 再 掲 ）
（IF=1.945）

Wada T,  Nakao T,  Matsumoto H,  Okada T,  Nagaoka Y,  
Iwasawa H,  Gondo A,  Niwata A,  Kanno Y

5. Phentermine/Topiramate extended release 
versus Lorcaserin for weight reduction in 
obese adult patients：design of a random-
ized, double-blind, multicentric clinical 
study

Principles and Practice of 
Clinical Research 1（4）：
122-127, 2015

Luana CS Lima*,  Wada T,  Researchers Study Group 24 
other people*,  Harvard Medical School 2015

6. Vitamin D supplementation for the pre-
vention of recurrent urinary tract infection 
in women - PROUD：a randomized con-
trolled trial

Principles and Practice of 
Clinical Research 1（4）：
110-121, 2015

Irene Rodriguez-Sanchez M*,  Gondo-Hirano A,  
Researchers Study Group 26 other people*,  Harvard Medi-
cal School 2015

7. 血液透析患者におけるロコモティブ
シンドロームと栄養指標の関係

日本病態栄養学会誌 18
（1）：491-497, 2015

岡田　知也，櫻井　　進，坂井理絵子，菅野　義彦

C1. 腎生検施行後より 10年以上経過して
発見された腎動静脈瘻の 2症例

日本腎臓学会誌 58（1）：
33-37, 2015

鈴木　梨江，権藤　麻子，自見加奈子，宮岡　良卓，
和田　憲和，長岡　由女，菅野　義彦

2. 非典型的な posterior reversible encepha-
lopathy syndrome（PRES）と血栓性微
小血管障害（TMA）を認めた ANCA
関連腎炎による血液透析患者の 1例

日本内科学会誌 105
（2）：275-280, 2015

坂井理絵子，櫻井　　進，岡田　知也，髙橋　孝幸*，
早川　　哲*，小路　　仁*，岩崎　正知*，岩元香保里*

3. 口腔内レンサ球菌による多発性肝嚢
胞感染をきたした維持透析多発性嚢
胞腎患者の 1例

日本透析医学会誌 48
（11）：663-668, 2015

内木場紗奈*，吉藤　　歩*，細谷　幸司*，二木　功治*，
田島　敬也*，小松　素明*，日比野祐香，他 2名

D1. Renal histology and prognosis in diabetic 
nephropathy：attention to nodular glo-
merular lesion

Nephro logy  Dia lys i s 
Transplantation, E-Letter：
Published April 21, 2015
（IF=4.085）

Suzuki R,  Okada T,  Wada T,  Fukuhara Y,  Kannno Y

2. Serum soluble levels of the transmem-
brane activator and calcium-modulator 
and cyclophilin-ligand interactor in 
MPO-ANCA-associated renal vasculitis

Clin Exp Nephrol 19（4）：
759-760, 2015（IF=1.945）

Nagai M,  Hirayama K,  Ebihara I*,  Kobayashi M

3. 透析時血流量が心拍出量に及ぼす影
響

日本透析医学会誌 48
（4）：239-242, 2015

鈴木　一裕*，神田英一郎*，菅野　義彦

4. 介護保険施設における腹膜透析療法
の受け入れに関する実態調査

日本透析医学会誌 48
（9）：525-528, 2015

日比野祐香，神田英一郎*，鈴木　梨江，横部　佳子*，
樋口　直美*，菅野　義彦

III.　学術刊行物
A1. 特集：腎臓病療養指導とチーム医療　

I.　総合的 CKD対策の現状　CKD4,5
患者の療養指導と医療連携の指針

日本腎臓学会誌 57（5）：
819-827, 2015

菅野　義彦，要　　伸也*

2. 特集：腎臓とエネルギー代謝　腎臓病
患者における至適エネルギーと食事
療法

腎臓内科・泌尿器科 2
（2）：173-179, 2015

菅野　義彦

3. 腎臓病患者の病態・栄養指導・治療食　
10　慢性腎臓病の食事療法基準 2007
年版と 2014年版の違い

Nutrition Care 冬季増刊：
44-46, 2015

菅野　義彦

4. 特集：慢性腎臓病（CKD）の食事療法
の動向　慢性腎臓病（CKD）に対す
る食事療法

日本栄養士会誌 58（2）：
5-9, 2015

菅野　義彦
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5. 特集：慢性腎臓病患者・慢性透析患者
の新しい食事療法基準　慢性腎臓病
に対する食事療法基準 2014年版－成
人

臨床栄養 126（4）：399-

406, 2015
長井　美穂，菅野　義彦

6. 特集：CKDにおけるサルコペニア・
フレイル対策【各論】V　透析患者に
おけるサルコペニア・フレイルの実態

臨床透析 31（8）：39-44, 
2015

長井　美穂，菅野　義彦

7. 特集：腎尿路と感染症　血液透析患者
の感染症

腎臓内科・泌尿器科 2
（5）：462-466, 2015

自見加奈子，岡田　知也，菅野　義彦

8. IX症例からみる諸問題　13.糖尿病性
腎症患者の栄養障害対策

腎と透析 増刊号：476-

479, 2015
西中川まき，武田　知世，草間　夏未，榎本　眞理，
榎本　可菜*，吉澤　　守，菅野　義彦

9. 特集：鼎談　腎機能を悪化させない日
常診療　糖尿病・高血圧患者の腎機能

成人病と生活習慣病 46
（3）：289-306, 2015

菅野　義彦，飯野　靖彦*，田村　功一*

10. 慢性透析患者の食事療法基準につい
て

日本透析医会誌 30（3）：
494-498, 2015

菅野　義彦

11. 栄養指導・管理のためのスキルアップ
シリーズ Vol.3　CKDの最新食事療法
のなぜに答える　基礎編　食事療法
基準 2014をめぐって Q19

医歯薬出版　臨床栄養別
冊，78-81, 2015

菅野　義彦
（編：中尾　俊之，酒井　　譲*，金澤　良枝*，菅野　
丈夫*）

12. 幽門狭窄症による嘔吐から AKI, 低酸
素血症，代謝性アルカローシスを繰り
返した 1例

臨 床 体 液 42：10 -14, 
2015

権藤　麻子，和田　憲和，長岡　由女，宮岡　良卓，
鈴木　梨江，自見加奈子，古市　ゆり，菅野　義彦

B1. 座談会　糖尿病性腎症の血糖管理－
病態の解明とその治療戦略

協和発酵キリン学術刊行
物：2015

内田　俊也*，菅野　義彦，馬場園哲也*，平野　　勉*

2. 透析患者さんとご家族のみなさまへ　
猛暑日の注意点 Q&A

中外製薬学術刊行物：
2015

菅野　義彦

3. 学術：食事療法の観点で見た高カリウ
ム血症の治療

品川区医師会報 9：8-10, 
2015

菅野　義彦

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. A case of post-infectious glomerulone-

phritis associated with pyogenic discitis
2nd International Renal 
Pathology Conference
（2015.3 .4-7）Tsukuba 

Japan

Kaneko Y*,  Nagai M,  Zhang H*,  Matsunaga T*,  Taru Y*,  
Ishizu T*

国内学会
A1. 合同パネルディスカッション 1　CKD
の栄養管理　透析患者の栄養管理

第 18回日本病態栄養学
会 年 次 学 術 集 会
（2015.1.10-11）京都

菅野　義彦

2. NSTメディカルスタッフセッション
（初級編）　主要な疾患・病態の栄養療
法の基本　腎疾患

第 18回日本病態栄養学
会 年 次 学 術 集 会
（2015.1.10-11）京都

和田　憲和

3. 特別講演　透析患者の最新の栄養管
理

第 3 回 Medical Center 
East腎代替療法セミナー
（2015.2.5）東京

菅野　義彦

4. 教育講演　腎臓病の診断法（組織診断
を含む）

平成 26年度管理栄養士
専門分野別人材育成事業
腎臓病専門管理栄養士プ
レ 研 修 会（2015.2.7-8）
東京

菅野　義彦
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5. 教育講演　慢性腎臓病の食事療法基
準

平成 26年度第 4回生涯
教育研修会（2015.2.21）
埼玉

菅野　義彦

6. 特別講演　糖尿病性腎症の栄養管理 糖尿病セミナー～腎症を
考える～（2015.2.24）東
京

菅野　義彦

7. 特別講演　高齢者 CKDの生活指導と
食事療法

第 9回じんぞう病治療研
究会市民公開講座講演会
「高齢者と慢性腎臓病」
（2015.2.27）東京

菅野　義彦

8. 教育講演　透析患者の合併症につい
て

バイエル薬品社内研修会
（2015.3.6）東京

長岡　由女

9. 教育講演　腎臓内科医が考える血圧
管理の重要性

大日本住友製薬社内研修
会（2015.3.26）東京

宮岡　良卓

10. 講演　腎生検施行後より十年以上経
過してから腎動静脈瘻が見つかった 2
症例

第 10回 BRB NEPHROL-
OGY CONFERENCE
（2015.3.28）東京

鈴木　梨江

11. 特別講演　透析患者の栄養管理-新し
い基準を踏まえて

第 50回東海腎不全研究
会（2015.5.16）名古屋

菅野　義彦

12. 特別講演　CKD診療の実際　ディス
カッション　CKD患者さんへの薬物
治療

第 3回武蔵野 TMU懇話
会（2015.5.18）東京

菅野　義彦

13. AVG・AVF挿入術講師 T O K Y O  M E D I C A L 
UNIV.HOSPITAL Access 
Training（2015.5.23） 神
奈川

長井　美穂

14. キャリア・復職支援ベーシックプログ
ラム講師

第 7回キャリア・復職支
援ベーシックプログラム
（2015.6.15-25）東京

長井　美穂

15. 特別講演　CKDをめぐる医療連携 第 9回城南地区医療連携
セミナー（2015.6.18）東
京

菅野　義彦

16. よくわかるシリーズ 3　透析患者の栄
養管理の実際（1）

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

菅野　義彦

17. ワークショップ 5　介護保険施設にお
ける受入の現状

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

菅野　義彦

18. 学会・委員会企画 4　日本透析医学会
の新たな学術システムの構築【栄養】

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

菅野　義彦

19. ランチョンセミナー　透析患者の新
しい食事基準をどう考えるか

第 3回日本腎不全栄養研
究会学術集会・総会
（2015.7.5）横浜

菅野　義彦

20. 特別講演　CKDをめぐる医療連携 第 4回としま循環器カン
ファレンス（2015.7.13）
東京

菅野　義彦

21. 特別講演　大切な腎臓を守るために
～知っておくべき 5つのポイント～

ベネッセ地域医療セミ
ナー（2015.7.18）東京

菅野　義彦
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22. サテライトシンポジウム　PartIII　腎
臓学の将来性 Young Professorの描く
腎臓学の未来　4.15年後の内科医の姿
を考える－連携と特性－

第 58回日本腎臓学会学
術総会サテライトシンポ
ジウム（東部）（2015.7.19）
山形

菅野　義彦

23. サテライトシンポジウム　PartIII　腎
臓学の将来性 Young Professorの描く
腎臓学の未来　追加発現 .腎臓内科医
として仕事をすること

第 58回日本腎臓学会学
術総会サテライトシンポ
ジウム（東部）（2015.7.19）
山形

長岡　由女

24. 講 演　Sustained down-regulation 
β-dystroglycan and associated dysfunc-
tions of astrocytic endfeet in epileptic 
cerebral cortex－腎疾患への応用を目指
して－

第 2回 Nephrology Expert 
C o n f e r e n c e（N E X T）
（2015.7.22）東京

権藤　麻子

25. 特別講演　高齢 CKD患者の栄養管理 関東栄養カンファレンス
第 4回学術集会～地域包
括 的 症 例 検 討 会～
（2015.7.25）東京

菅野　義彦

26. 教育講演　腎臓と血圧（腎硬化症を含
む）

平成 27年度腎臓病病態
栄 養 セ ミ ナ ー
（2015.8.8-9）東京

菅野　義彦

27. 教育講演　慢性腎不全患者における
リン管理

キッセイ薬品工業社内研
修会（2015.8.21）東京

宮岡　良卓

28. 教育講演　概論（現状・原理・メリッ
トデメリット・適応・PDと血液透析
の比較）

テルモ腎不全看護セミ
ナ ー　PD 基 礎 講 座
（2015.9.6）東京

和田　憲和

29. 特別講演　透析患者の栄養管理～Pコ
ントロールにおける食事と薬剤～

第 34回大分人工透析研
究会イブニングセミナー
（2015.9.26）大分

菅野　義彦

30. CKDにおける適正な体重とその周辺
の課題

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

菅野　義彦

31. 教育講演　腎臓病（透析期を含む） 平成 27年度病態栄養講
習会（2015.10.5）東京

菅野　義彦

32. 特別講演　透析患者の栄養管理 第 47回長崎県北腎懇話
会（2015.10.6）長崎

菅野　義彦

33. 教育講演　CKDの栄養障害 協和発酵キリン社内研修
会（2015.10.7）東京

長井　美穂

34. 特別講演　透析患者の栄養管理～Pコ
ントロールにおける食事と薬剤～

第 10 回 UFR（Urayasu 
Forum of Renal disease）
（2015.10.13）浦安

菅野　義彦

35. 特別講演　透析患者の栄養管理 Expert Seminar for Certi-
fi ed Nurses（2015.10.18）
東京

菅野　義彦

36. 教育講演　CKDの栄養障害 バイエル薬品社内研修会
（2015.10.19）東京

長井　美穂

37. 講演　睡眠呼吸障害と慢性腎臓病　
腎臓内科医の立場から

Cardiology-Nephrology 
Joint Conference 2015
（2015.10.20）東京

宮岡　良卓

38. 特別講演　糖尿病性腎症における栄
養管理～適正血圧を保つために～

東京 CKDトータルケア
レクチャー（2015.10.24）
東京

菅野　義彦
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39. 教育講演　慢性腎不全患者における
リン管理

キッセイ薬品工業社内研
修会（2015.11.9）東京

長井　美穂

40. 講演　生活習慣病と食事療法 最新の高尿酸血症の診療
を 考 え る 会 in 新 宿
（2015.11.11）東京

長岡　由女

41. 特別講演　透析患者の栄養管理 第 25回上越腎疾患・透
析 療 法 研 究 会
（2015.11.12）新潟

菅野　義彦

42. 教育講演　薬剤に起因した電解質異
常

第 11回薬剤起因性障害
研究会（2015.11.20）東
京

長岡　由女

43. 特別講演　食生活と身体のかかわり 市民公開講座「あなたの
腎 臓 を 守 る た め に 」
（2015.11.21）つくば

菅野　義彦

44. 特別講演　CKDにおける医療連携～
適正な血圧管理～

第 188回小千谷市魚沼市
医 師 会 学 術 講 演 会
（2015.11.24）新潟

菅野　義彦

45. 特別講演　高齢者 CKD患者の栄養管
理

第 37回善仁会研究報告
会（2015.11.29）横浜

菅野　義彦

46. 特別講演　2028年の透析医療を考え
る

第 8 回 神 奈 川 Renal 
Forum（2015.12.3）横浜

菅野　義彦

47. 教育講演　ファブリー病の診断と治
療

大日本住友製薬社内研修
会（2015.12.21）東京

長井　美穂

B1. リンパ節結核を認めた高齢血液透析
患者の 1例

第 59回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2014.6.12-15）神戸

櫻井　　進，坂井理絵子，岡田　知也，根岸真央人，
辻本　隆史，権藤　麻子，菅野　義彦

2. 血液透析患者におけるロコモティブ
シンドロームと栄養指標との関係

第 18回日本病態栄養学
会 年 次 学 術 集 会
（2015.1.10-11）京都

岡田　知也，櫻井　　進，知名理絵子，菅野　義彦

3. 地域住民におけるメチレンテトラヒ
ドロ葉酸還元酵素遺伝子多型と腎症
関連指標及び食事摂取状況との関連

第 18回日本病態栄養学
会 年 次 学 術 集 会
（2015.1.10-11）京都

坂本　香織*，平岡　真実*，神田英一郎*，菅野　義彦，
渡邉　早苗*，香川　靖雄*

4. 非典型的な posterior reversible encepha-
lopathy syndrome（PRES）と血栓性微
小血管障害（TMA）を認めた ANCA
関連腎炎による血液透析患者の 1例

日本内科学会関東支部主
催第 612回関東地方会
（2015.2.14）東京

坂井理絵子，櫻井　　進，岡田　知也，岩崎　正知*，
岩元香保里*

5. 急性巣状細菌性腎炎の 1例 第 103回日本泌尿器科学
会 総 会（2015.4.18-21）
金沢

厨川　　謙*，瀧本　泰彦*， 佐藤　　健*，長井　美穂，
他 7名

6. 腎移植患者の食事摂取状況 第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-6）名
古屋

菅野　義彦，恩田　理恵*，坂本　香織*，伊澤　由香*，
香野　日高*，森田　伸也*，篠田　和伸*，権藤　麻子，
中川　　健*

7. IgA腎症に対するステロイドパルス療
法の用量別効果に関する検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-6）名
古屋

渡邊カンナ，岡田　知也，長岡　由女，岩澤　秀明，
和田　憲和，権藤　麻子，宮岡　良卓，壽　　智香，
菅野　義彦

8. 24時間蓄尿から得た検査値の季節変
動および食事療法のアドヒアランス
の関係

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-6）名
古屋

菅野　義彦，恩田　理恵*，和田　憲和，神田英一郎*

9. 二次性甲状腺機能低下症を原疾患と
して疑う認知症の一例

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

江崎　真我，長岡　由女，岡田　知也，菅野　義彦
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10. 健常者において低尿酸は腎機能低下
の危険因子である

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-6）名
古屋

神田英一郎*，宗雪　年考*，菅野　義彦，諏訪　　要*，
中島　　啓*

11. MPO-ANCA関連血管炎における血清
claudin-5濃度の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-6）名
古屋

平山　浩一*，長井　美穂，樋口　貴士*，丸山　浩史，
宮本　和宜，小川裕二郎，下畑　　誉，海老原　至*，
小林　正貴

12. MPO-ANCA関連血管炎における血清
AIM濃度の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-6）名
古屋

樋口　貴士*，平山　浩一*，長井　美穂，丸山　浩史，
小川裕二郎，下畑　　誉，海老原　至*，澁谷　　彰*，
小林　正貴

13. 敗血症 AKI症例における血管透過性
因子の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5-6）名
古屋

海老原　至*，平山　浩一*，長井　美穂，他 8名

14. 血液透析患者の透析導入期における
残腎機能の変化に関する検討

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

櫻井　　進，岡田　知也，知名理絵子，菅野　義彦

15. 治療抵抗性の原発性ネフローゼ症候
群 に 対 し LDL ア フ ェ レ ー シ ス
（LDL-A）を施行した 2症例

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

自見加奈子，辻本　隆史，壽　　智香，宮岡　良卓，
権藤　麻子，日比野祐香，和田　憲和，長岡　由女，
菅野　義彦

16. C.parapsilosisによる真菌性腹膜炎を呈
した CAPD患者の一例

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

根岸真央人，壽　　智香，宮岡　良卓，福原　祐樹，
鈴木　梨江，和田　憲和，長岡　由女，菅野　義彦

17. A群 β溶血性連鎖球菌による重症肺炎
をきたした透析患者の一例

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

辻本　隆史，壽　　智香，和田　憲和，古市　ゆり，
渡邊カンナ，庭和田亜美，岩澤　秀明，長岡　由女，
菅野　義彦

18. 血液透析患者における下腿周囲長の
継時的変化に関する検討

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

岡田　知也，櫻井　　進，坂井理絵子，菅野　義彦

19. 維持血液透析患者における透析膜の
違いによる栄養評価に関する検討

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

坂井理絵子，櫻井　　進，岡田　知也，菅野　義彦

20. 介護保険施設における腹膜透析療法
の受け入れ状況調査

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

日比野祐香，神田英一郎*，横部　佳子*，樋口　直美*，
菅野　義彦

21. シャント血流調整術により心房細動
の症状が緩和された 3例

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

金子 洋子*，長井　美穂，張　　　紅*，松永　恒明*，
多留　賀功*，石津　　隆*

22. 腎移植患者の食生活状況に関する検
討

腎移植内科研究会第 1回
学術集会（2015.7.18）東
京

菅野　義彦，恩田　理恵*，坂本　香織*，伊澤　由香*，
香野　日高*，権藤　麻子，中川　　健*

23. 後腹膜鏡下腎生検を施行した 1例 日本内科学会関東支部主
催第 616回関東地方会
（2015.7.19）東京

自見加奈子，渡邊カンナ，壽　　智香，和田　憲和，
長岡　由女，菅野　義彦，長尾　俊孝

24. thrombotic microangiopathy（TMA）様
の糸球体病変を認めたネフローゼ症
候群の一例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

和田　憲和，辻本　隆史，鈴木　梨江，南郷　智香，
宮岡　良卓，長岡　由女，岡田　知也，長尾　俊孝，
井上　　勉*，菅野　義彦

25. 腹膜透析歴 8年の患者に発症したビタ
ミン B12欠乏による亜急性連合性脊
髄変性症の一例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

宮岡　良卓，渡邊カンナ，福原　祐樹，自見加奈子，
日比野祐香，南郷　智香，和田　憲和，長岡　由女，
井戸　信博，菅野　義彦

26. 若年発症した ANCA関連血管炎の一
例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

辻本　隆史，福原　祐樹，渡邊カンナ，根岸真央人，
南郷　智香，長岡　由女，和田　憲和，長尾　俊孝，
井上　　勉*，菅野　義彦
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27. ネフローゼ症候群を合併した多発性
嚢胞腎に対して少量トルバプタン投
与により総腎容積が縮小した一例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

福原　祐樹，神戸　香織*，村上　円人*，荒木　崇志*，
重原　理宏*，小池　鈴華*

28. IgA腎症患者に対するステロイドパル
ス療法による蛋白異化作用の定量

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

日比野祐香，細谷　幸司*，小松　素明*，竜崎　崇和*

29. 慢性腎臓病（CKD）患者における家
庭血圧の起立性変化に関する検討

第 38回日本高血圧学会
総 会（2015.10.9-11） 愛
媛

岡田　知也，菅野　義彦

30. IgA腎症に対するステロイドパルス療
法の用量別効果に関する検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

渡邊カンナ，岡田　知也，長岡　由女，岩澤　秀明，
和田　憲和，権藤　麻子，宮岡　良卓，壽　　智香，
菅野　義彦

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. プレスリリース　朝日新聞，読売　新
聞，共同　通信，時事通信

日本病態栄養学会「早期
からの指導による糖尿病
腎症の予防～透析予防指
導の検証～」（2015.11.9）
厚生労働省 9階　厚生労
働省記者クラブ

清野　　裕*，菅野　義彦，山田祐一郎*，北谷　直美*

2. テレビ　総合診療医 Dr.G 血流のシャント音の音源
提供　NHK（2015.12.10）
Web

菅野　義彦

総合診療医学分野

【教育】
「到 達 目 標」　当科では，卒前および卒後臨床教育において，プライマリ・ケア領域の教育の拡充を目指している。卒前では医

療面接，身体診察，臨床推論，カルテ記載など，すべての医学生が習得すべき基本的な臨床能力の教育を，医学
教育学分野と協力して行う。卒後では，すべての初期臨床研修医が習得すべき初期診療能力や頻度の高い内科系
疾患に対する診療能力の教育を行う。

「現 状 説 明」　 卒前教育については，とりわけ臨床教育にかかわる 3-4年次の PBL，基本的臨床技能講義と実習，共用試験
OSCE，5年次の臨床実習，医療面接，卒業時 OSCEなどに関与している。卒後教育では，初期臨床研修医に対
して当科の外来・病棟で臨床研修の指導を行っている。

「点検・評価」　前教育を管理する医学教育学分野が全学的なカリキュラム改革により新カリキュラムがスタートしている。プラ
イマリ・ケア教育の重要性も強化されている。当科が卒後のみならず卒前におけるプライマリ・ケア教育を担当
する部署として，医学教育学分野とさらに連携しながら進める必要がある。

「改 善 方 策」　医学教育学分野と医学教育推進センターとの連携を強化する。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 60%しか達成できていない。/卒前の臨床実習を全員に実施できていない。
【研究】
「到 達 目 標」　当科の臨床症例の検討や，医学教育に関する様々な研究を展開し，本学のプライマリ・ケアとその教育の向上に

貢献する。
「現 状 説 明」　臨床症例の検討や教育に関する研究を実現し，プライマリ・ケアや総合診療関係の医学雑誌や学会等において，

その成果を報告している。平成 27年度より総合診療医学分野の大学院生の受け入れを開始し，2名の社会人大
学院生が入学した。当科より申請した文部科学省科研費助成も採択されている。

「点検・評価」　現時点では教育や診療に比して，研究活動は量的にも質的にも不十分である。
「改 善 方 策」　文部科学省科研費補助金申請の奨励，臨床症例データの蓄積と解析などにより，研究活動の活性化を図る。総合

診療医学分野の社会人大学院生の受け入れをさらに推進していく。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 50%程度を達成した。/大学院生が研究を開始した。
【診療】
「到 達 目 標」　本院での当科の外来診療と病棟診療において，プライマリ・ケア領域の診療を担当する。
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「現 状 説 明」　本院のすべての診療日において，午前と午後，紹介状を持たない 15歳以上 75歳未満の内科系の患者と，当科宛
の紹介状を持参された患者に対して診療を行っている。選定療養費の値上げに伴い，患者数は減少しており，初
診患者は年間 7,000～8,000人となっている。禁煙外来，漢方外来，健康診断なども担当している。時間外外来で
は内科当直に参加している。

「点検・評価」　選定療養費の増大により紹介状を持たない初診患者数が減少している。厚生労働省は大学病院に紹介状なしでは
受診しにくい状況を作りだしているが，一方で初期臨床研修医はプライマリ・ケアの習得が目標となっており，
このジレンマの中での診療には限界がある。

「改 善 方 策」　新病院では初診患者年齢撤廃，2次救急患者の初療が計画されている。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 50%程度を達成した。/内科 2次救急の協力体制を開始した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　卒前および卒後臨床教育におけるプライマリ・ケア領域の診療や教育に関する各種の活動に通じて，社会に貢献

する。
「現 状 説 明」　兼任教授が医療系大学間共用試験実施機構，国立大学医学部附属病院長会議，医学教育振興財団，厚生労働省診

療報酬調査専門組織，日本私立大学連盟，厚労省研究班などにおいて，プライマリ・ケア領域の教育の専門家と
しての立場から貢献している。また，社会の要請に応えてプライマリ・ケア認定医や家庭医療専門医を養成して
いる。総合診療や禁煙に関する学外に向けた講演なども担当している。

「点検・評価」　これらの活動の成果を，より広くわかりやすく公開することが課題となっている。
「改 善 方 策」　これらの活動の成果を，当科のホームページなどを通じて広報するように努める。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 50%程度を達成した。ホームページの逐次見直しを開始した。

I.　著書
1. 循環器の薬剤ガイド 150 メディカ出版，HEART 

nursing, 164-190, 2015
平山　陽示（監：赤石　　誠）

II.　学術論文
A1. Prognosis-related factors concerning oral 

and general conditions for homebounded 
older adalts in Japan

Geriatr Gerotol Int 15： 
1 0 0 1-1 0 0 6 ,  2 0 1 5
（IF=1.575）

Suzuki R,  Kikutani T,  Yoshida M,  Yamashita Y,  
Hirayama Y

2. 医療面接実習では教員の臨床での体
験談，学生同士の討論が期待されてい
る　－教員からのフィードバックに
対する評価の多面的解析にもとづく
教員マニュアルの効果の検討－

医学教育 46（1）：53-62, 
2015

原田　芳巳，平山　陽示，和久田佳奈，井村　博美，
大滝　純司

3. 全国の大学医学部・医科大学付属病院
（本院）での初期研修医の総合診療の
外来研修に関する調査－現状と今後
の課題－

医 学 教 育 46（5）：425-

428, 2015
原田　芳巳，平山　陽示，和久田佳奈，大滝　純司

III.　学術刊行物
B1. 生体リズムを整えてヘルシーライフ
をスタート

保健同人社・笑顔 46：4, 
2015

（監：原田　芳巳）

2. 便意はあるのに便がでません 武田薬品　総合診療研修
医の登竜門　2015

安彦壮一郎，平山　陽示

3. 胸がたまに痛くなります 武田薬品　総合診療研修
医の登竜門　2015

赤石　　雄，原田　芳巳

4. めまいが続きます 武田薬品　総合診療研修
医の登竜門　2015

山口　佳子，平山　陽示

5. 血便が出ました 武田薬品　総合診療研修
医の登竜門　2015

鈴木　慶彦，原田　芳巳

6. 運動するとみぞおちのあたりが痛い
んです

武田薬品　総合診療研修
医の登竜門　2015

織田　香里，平山　陽示
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7. めまいがよくなりません 武田薬品　総合診療研修
医の登竜門　2015

川上　浩平，原田　芳巳

8. 睡眠のゴールデンタイム 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

9. 腰痛，尿路結石の可能性も 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

10. その酔い方 アブナイかも 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

11. めまいの原因は幅広い + 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

12. 急性骨髄性白血病 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

13. 食道がんの早期発見に NBI内視鏡 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

14. 精液に血が混じる 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

15. ヒートショック冬の突然死に注意 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

16. 悪性リンパ腫 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

17. 肺がんを防ぐためにできること 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

18. アスピリンぜんそく 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

19. 男性に多い心房細動 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

20. 補助人工心臓 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

21. 室内の熱中症対策は 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

22. 人生を締めくくる終活とは 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

23. 難病の助成対象が拡大 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

24. かかりつけの医師を持とう 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

25. 陰茎にできる良性のぶつぶつ 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

26. 禁煙を始めるならいますぐに 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

27. 脳・心疾患を予測できる指標がある ! 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

28. ペットボトル症候群 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

29. 夏の疲れ，秋の不調の解消は運動で 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

30. 高齢者の薬見直し 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

31. 生活不活発病とは 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）
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32. 知っていますか ?　指定難病 保健同人社　ケータイ家
庭の医学【みんなの健康
ライブラリー】

（監：原田　芳巳）

33. 下肢静脈瘤 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

34. 足首の血圧を測ると 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

35. 登山中の突然死を防ぐために 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

36. こめかみが痛い側頭動脈炎 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

37. 心臓の健康度を測る 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

38. 男性のがん死トップ肺がん予防 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

39. SASで血圧が急上昇 保健同人社　ケータイ家
庭の医学　2015

（監：原田　芳巳）

40. がんの基礎知識 保健同人社　ケータイ家
庭の医学 2015

（監：原田　芳巳）

41. 選んでますか ?ジェネリック医薬品 保健同人社　ケータイ家
庭の医学 2015

（監：原田　芳巳）

42. 筋肉痛（全身） エルゼビア　『今日の臨
床サポート』（改訂第 3
版）2015年改訂

原田　芳巳（監：大滝　純司）

43. 事例検討　都市部の感染症 尾島医学研究所・ジェネ
ラリスト教育コンソーシ
アム 8：50-68, 2015

山口　佳子（編：藤沼　康樹）

44. 過食 エルゼビア　『今日の臨
床サポート』（改訂第 3
版）2015年改訂

平山　陽示（監：大滝　純司）

45. 大都市の外来における感染症の診か
た（解説）

ジェネラリスト教育コン
ソーシアム 8：141-145, 
2015

畑中　志郎，中村　　造

46. 血液培養より helicobacter属が検出さ
れた一例（会議録 /症例報告）

日本臨床微生物学雑誌
25（suppl 1）：34, 2014

梅田　綾香，吉住　尚子，三浦　悠里，大森　菜実，
井村留美子，渡邊　由紀，千葉　勝己，中村　　造，
畑中　志郎，大楠　清文，松本　哲哉

47. 新規インフルエンザウイルス抗原検
出キット「TM001」の臨床的有用性（会
議録）

感染症学雑誌 89（2）：
348, 2015

赤石　　雄，松本　哲哉，畑中　志郎，原田　芳巳，
平山　陽示

48. 綜合診療科外来における経口抗菌薬
の処方状況（会議録）

感染症学雑誌 89（2）：
316, 2015

畑中　志郎，佐藤　昭裕，中村　　造，水野　泰孝，
松本　哲哉

49. プロバイオティクスの経口抗菌薬に
対する薬剤感受性（会議録）

感染症学雑誌89（臨増）：
248, 2015

畑中　志郎，中村　　造，宮崎　治子，山口　哲央，
松本　哲哉

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Students In Medical Interview Training 

Classes Prefer Teacher Feedback That 
Includes Clinical Experiences -Analysis 
of Feedback By Teachers In Medical 
Interview Training, And Creation of A 
Teacher’s Manual

12th Asia Pacifi c Medical 
Education Conference
（2015.2.7）Singapore

Harada Y,  Hirayama Y,  Wakuda K,  Imura H,  Otaki J
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2. Japanese Residency Program－Chages for 
10 years－

International Medical Edu-
c a t i o n  C o n f e r e n c e
（2015.11.11）中山医学大
学（台湾・台中市）

平山　陽示

B1. Assessment Criteria For Skills Assess-
ment With A Fundus Simulator On The 
Basis of Receiver Operating Characteris-
tics Curves

12th Asia Pacifi c Medical 
Education Conference
（2015.2.6）Singapore

Akaishi Y,  Otaki J,  Breugelmans R,  Harada Y,  Hirayama 
Y,  Izumi M

国内学会
A1. H. Pylori抗体検査を併用したMDLに
よる胃検診

第 11回日本消化管学会
学術集会（2015.2.14）東
京

河合　　隆，川上　浩平，平山　陽示

2. 東京医科大学病院総合診療科の現状
と今後の課題

平成 26年度　東京都専
門医認定支援事業助成　
総合診療専門医とは何か　
－地域に貢献する新たな
専門医－（2015.3.16）東
京医科大学八王子医療セ
ンター

平山　陽示

3. 事例検討　都市部の感染症 第 8回ジェネラリスト教
育 コ ン ソ ー シ ア ム
（2015.5.16）神奈川

山口　佳子

4. 東京都内多施設共同調査による Heli-
cobacter Pylori 一次，二次除菌率の経
年変化　続報

第 21回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-27）神戸ポー
トピア

正岡　建洋，鈴木　秀和，西澤　俊宏，小俣富美雄，
伊藤　愼芳，浅岡　大介，水野　滋章，大草　敏史，
川村　　洋，徳永　健吾，佐々木　仁，鳥居　　明，
栗原　直人，松久　威史，鈴木　雅之，峯　　徹哉，
河合　　隆，川上　浩平

5. 血清抗ヘリコバクターピロリ IgG抗
体の診断能の検討，カットオフ値に注
目して－東京都多施設共同研究－

第 21回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-27）神戸ポー
トピア

小俣富美雄，高橋　信一，徳永　健吾，伊藤　愼芳，
川村　　洋，水野　滋章，永原　章仁，浅岡　大介，
川上　浩平

6. OSCEを知る 第 1回臨床工学技士養成
教員研修会（2015.10.31）
東京

原田　芳巳

7. Generalistとしての薬剤師の役割～
HIV診療を通して　総合診療医の考え
る HIV感染症診療と薬剤師に求める
もの

第 25回日本医療薬学会
年会（2015.11.21）パシ
フィコ横浜

赤石　　雄，関根　祐介，青木　　眞，五十嵐　俊，
國本　雄介，田橋　美佳

B1. 過食症による爪楊枝の誤飲により腹
膜炎を生じた一例

第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会
（2015.6.13）つくば

福島　大起，安彦壮一郎，畑中　志郎，鈴木　慶彦，
山口　佳子，赤石　　雄，川上　浩平，原田　芳巳，
平山　陽示

2. 大学病院総合診療科における入院患
者の検討

第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会
（2015.6.13）つくば

赤石　　雄，大滝　純司，鈴木　慶彦，山口　佳子，
原田　芳巳，平山　陽示

3. 医師と患者の解釈モデルの相違から，
複数の医療機関を受診後初めて診断
に至った破傷風

第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会
（2015.6.14）つくば

山口　佳子，原田　芳巳，赤石　　雄，安彦壮一郎，
鈴木　慶彦，福島　大起，織田　香里，平山　陽示

4. 当科における Helicobacter pylori一次
除菌率の検討

第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会
（2015.6.14）つくば

川上　浩平，平山　陽示，原田　芳巳，大滝　純司，
高橋　信一*，河合　　隆
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5. シタフロキサシンを用いた H. Pylori
三次除菌療法の有用性

第 20回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-27）神戸ポー
トピア

徳永　健吾，伊藤　愼芳，水野　滋章，栗原　直人，
松久　威久，鈴木　雅之，永原　章仁，浅岡　大介，
竹内　義明，小俣富美雄，川上　浩平

6. 医療面接実習と OSCEにおける実習
指導教員別の点数の比較検討

第 3回日本シミュレー
ション医療教育学会学術
大会（2015.6.27）下野

原田　芳巳，平山　陽示，和久田佳奈，井村　博美，
大滝　純司

7. 模擬患者参加型医療面接実習の効果
の検討　担当教員用のマニュアルの
成果の検証

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.24）新潟

原田　芳巳，平山　陽示，和久田佳奈，井村　博美，
大滝　純司

8. JSPE日本語版による医学生の共感性
評価（第 3報）　経年変化

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.24）新潟

平山　陽示，原田　芳巳，大滝　純司，大生　定義*，
片岡　仁美*，菰田　孝之，和久田佳奈

9. 症例提示の指導に SNAPPSあるいは
six microskillsを用いることで生じる
学習課題の違いに関する検討

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.25）新潟

関　　正康，大滝　純司，小林志津子，菰田　孝行，
ラウル・ブルーヘルマンス，小此木英男*，大野　岩男*，
赤石　　雄，原田　芳巳，平山　陽示，泉　　美貴

10. 臨床倫理ワークショップをどのよう
に開催したらよいか　開催 2回の経験
から

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.25）新潟

黒須　三惠，平山　陽示，原田　芳巳，岩渕　篤敬，
鈴木　　亮，芦田　ルリ，倉田　　誠

11. 内視鏡所見と H.Pylori感染・消化器症
状との関連について

第 34回消化器病態生理
勉強会（2015.8.8）京王
プラザホテル

平山　陽示，河合　　隆

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 生活習慣病（成人病）高血圧症（1）（2）・
財団法人　健康・体力づくり事業団

健康運動指導士養成講習
会（2015.7.16）TKP市ヶ
谷カンファレンスセン
ター

平山　陽示

2. 薬剤師のためのフィジカルアセスメ
ント

平成 27年度第 1回臨床
薬学講座（2015.7.26）東
京都薬剤師会会館

平山　陽示

精 神 医 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　精神疾患全般について学ぶと同時に，リエゾン精神医学も含めて人間の心についても洞察できる医師作りを目指

す。
「現 状 説 明」　講義の時間は十分にとれているが，臨床実習が 1週間と短い。
「点検・評価」　臨床実習では入院患者を受け持ち，また身体科を回りリエゾン精神医学を学べるようにしている。
「改 善 方 策」　臨床実習の時間を増やすと同時に，実習的内容の講義を心掛けている。
「目標・改善方策の達成度」　臨床実習，講義の内容については，概ね改善できている。
【研究】
「到 達 目 標」　精神医学の先端分野の研究と同時に臨床的知見に基づく研究も目指す。
「現 状 説 明」　睡眠，うつ病研究等を中心に臨床的知見に基づいた研究を行っている。
「点検・評価」　臨床に追われ研究時間が少なく，まだ不十分である。
「改 善 方 策」　社会人大学院生をもっと増やし，また臨床研究で実が上がるようにしたい。
「目標・改善方策の達成度」　社会人大学院生は増加傾向にある。臨床研究も少しずつ成果が上がっているがまだ不十分である。
【診療】
「到 達 目 標」　近年，都市部で増加している多様な精神疾患にも幅広く対応し，早期に受診できるような体制を目指し， さらに

メンタルヘルスの相談にも応じること。
「現 状 説 明」　大学病院としては有数の外来患者数で，薬物療法と精神療法によりきめ細やかな治療を行っており，また救命セ

ンターからの患者や身体合併症患者も積極的に受け入れている。
「点検・評価」　現在は専門外来の設置がないため，大学病院としての専門性を高めるため専門外来の設置を要する。
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「改 善 方 策」　時間的にゆとりのある診療及び専門外来の設置には医師数の確保が必要であり，外部からの非常勤医師の招請な
どを検討している。

「目標・改善方策の達成度」　専門外来は未設置のままであり，今後も改善に取り組む必要がある。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　精神疾患の早期発見・治療に向けた啓蒙活動とメンタルヘルスの知識普及による予防。
「現 状 説 明」　新宿保健センターにおける相談業務をはじめ，当事者や団体，企業や学校などによる勉強会，講演会に積極的に

応じている。
「点検・評価」　新宿保健センターでは毎月相談業務を行い，また年に数回ほど勉強会や講演会に応じているが，病院業務との兼

ね合いから制約される場合がある。ITを通した啓蒙活動はまだ不十分である。
「改 善 方 策」　より広く啓蒙活動を行うために ITを通した活動を行っていきたい。
「目標・改善方策の達成度」　状況的に現状維持に留まっているため，引き続き改善を図る必要がある。

I.　著書
1. うつ病患者さんにアルコール問題を
みつけた！　ぼくらのアルコール診
療

南山堂：89-92, 2015 井上　　猛
（監：伴　信太郎，樋口　　進，編：吉本　　尚，
久我　弘典，長　　徹二，小松　知己）

2. 睡眠随伴症（レム睡眠行動障害，レス
トレスレッグ症候群）

精神科研修ノート改訂第
2版：424-429, 2015

作田　慶輔，高江洲義和，井上　雄一
（監：永井　良三，編：笠井　清登，三村　　將，
村井　俊哉，岡本　泰昌，近藤　伸介，大島　紀人）

II.　学術論文
A1. Prevelence and associated factors of hyp-

notics dependence among Japanese outpa-
tients with psychiatric disorders

Psychiatry Res 230（3）：
958-963, 2015（IF=2.467）

Murakosi A,  Takaesu Y,  Komada Y,  Ishikawa J,  Inoue Y

2. Impact of hypnotics use on daytime func-
tion and factors associated with usage by 
female shiftwork nurses

Sleep Medicine vol.16：
604-11, 2015（IF=3.154）

Futenma K,  Asaoka S,  Takaesu Y,  komada Y,  Ishikawa J,  
Murakoshi A,  Nishida S,  Inoue Y

3. A preliminary study on the relationships 
between diurnal melatonin secretion pro-
fi le and sleep variables in patients emer-
gently admitted to the coronary care unit

Chronobiol Int vol.32：
875-879, 2015（IF=3.54）

Takaesu Y,  Futenma K,  Kobayashi M,  Komada Y,  
Tanaka N,  Yamashina A,  Inoue Y

4. Neonatal maternal separation alters the 
capacity of adult neural precursor cells to 
diff erentiate into neurons via methylation 
of retinoic acid receptor gene promoter

Biol Psychiatry 77：335-

344, 2015（IF=10.255）
Boku S,  Toda H,  Nakagawa S,  Kato A,  Inoue T,  
Koyama T,  Hiroi N,  Kusumi Ip

5. Does temperature or sunshine mediate the 
eff ect of latitude on aff ective tempera-
ments? A study of 5 regions in Japan

J Aff ect Disord 172：141-

145, 2015（IF=3.383）
Inoue T,  Kohno K,  Baba H,  Takeshima M,  Honma H,  
Nakai Y,  Suzuki T,  Hatano K,  Arai H,  Matsubara S,  
Kusumi I,  Terao T

6. Subchronic lithium treatment increases 
the anxiolytic-like eff ect of mirtazapine 
on the expression of contextual condi-
tioned fear

Eur J Pharmacol 747：
13-17, 2015（IF=2.532）

An Y,  Inoue T,  Kitaichi Y,  Nakagawa S,  Wang C,  Chen 
C,  Song N,  Kusumi I

7. Prevalence and predictors of bipolar dis-
orders in patients with a major depressive 
episode：the Japanese epidemiological 
trial with latest measure of bipolar disor-
der（JET-LMBP）

J Aff ect Disord 174：535-

541, 2015（IF=3.383）
Inoue T,  Inagaki Y,  Kimura T,  Shirakawa O

8. The structural equation analysis of child-
hood abuse, adult stressful life events and 
temperaments in major depressive disor-
ders and their infl uence on refractoriness

Neuropsych Dis Treat 11：
2079-2090, 2015（IF=1.867）

Toda H,  Inoue T,  Tsunoda T,  Nakai Y,  Tanichi M,  
Tanaka T,  Hashimoto N,  Nakato Y,  Nakagawa S,  
Kitaichi Y,  Mitsui N,  Boku S,  Tanabe H,  Nibuya M,  
Yoshino A,  Kusumi I
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9. Reinforcement learning in depression：a 
review of computational research

Neuroscience & Biobehav-
ioral Reviews 55：247-

267, 2015（IF=8.802）

Chen C,  Takahashi T,  Nakagawa S,  Inoue T,  Kusumi I

10. The moderator eff ects of aff ective temper-
aments, childhood abuse and adult stress-
ful life events on depressive symptoms in 
the nonclinical general adult population

J Aff ect Disord 187：203-

210, 2015（IF=3.383）
Nakai Y,  Inoue T,  Chen C,  Toda H,  Toyomaki A,  
Nakato Y,  Nakagawa S,  Kitaichi Y,  Kameyama R,  
Wakatsuki Y,  Kitagawa K,  Tanabe H,  Kusumi I

11. Direct and indirect infl uences of child-
hood abuse on depression symptoms in 
patients with major depressive disorder

BMC Psychiatry 15（1）：
837, 2015（IF=2.21）

Hayashi Y,  Okamoto Y,  Takagaki K,  Okada G,  Toki S,  
Inoue T,  Tanabe H,  Kobayakawa M,  Yamawaki S

12. WHO’s Global Clinical Practice Network 
for mental health

Lancet Psychiatry 2（5）： 
379-380, 2015（IF=45.217）

Reed GM,  Rebello TJ,  Pike KM,  Medina-Mora ME,  
Gureje O,  Zhao M,  Dai Y,  Roberts MC,  Maruta T,  
Ma tsumoto C,  Krasnov VN,  Kulygina M,  Lovell AM,  
Stona AC,  Sharan P,  Robles R,  Gaebel W,  Zielasek J,  
Khoury B,  de Jesus Mari J,  Luís Ayuso-Mateos J,  Evans 
SC,  Kogan CS,  Saxena S

13. Categories that should be removed from 
mental disorders classifi cations：Perspec-
tives and rationales of clinicians from 
eight countries

Journal of Clinical Psy-
chology 71（3）：267-281, 
2015（IF=2.019）

Robles R,  Fresán A,  Medina-Mora ME,  Sharan P,  Rob-
erts MC,  de Jesus Mari J,  Matsumoto C,  Maruta T,  
Gureje O,  Ayuso-Mateos JL,  Xiao Z,  Reed GM

14. Dose escalation eff ectiveness and tolera-
bility of paroxetine in patients with burn-
ing mouth syndrome and depressive con-
ditions

J Oral Maxillofac Surg 
Med Pathol 27：402-406, 
2015

Ohga N,  Yamazaki Y,  Sato J,  Hata H,  Murata T,  Sakata 
K,  Inoue T,  Kitagawa Y

15. 治療抵抗性大うつ病エピソードに対
する aripiprazole低用量補助療法の検
討

臨床精神薬理 18：1189-

1197, 2015
村越　晶子，高江洲義和

16. オランザピン内服に誘発されたせん
妄の一例

東京精神医学会誌 30：
17-21, 2015

大塚　綾乃，高江洲義和

17. 残遺する症状はどこまで回復するか：
残遺症状としての不眠

精神科治療学 30（6）：
811-816, 2015

高江洲義和，井上　雄一

18. 精神科治療における処方ガイドブッ
ク：過眠障害

精神科治療学 30 増刊
号：243-248, 2015

高江洲義和，井上　雄一

19. 睡眠障害：快適な睡眠のために Diabetes Contemporary 2
（2）：6-11, 2015

高江洲義和，井上　雄一

20. 睡眠薬の多剤併用の効果と安全性 CLINICIAN639：46-53, 
2015

高江洲義和

21. 双極性うつ病に対する fl uvoxamine, 
milnacipran, paroxetineの有用度につい
て

精 神 医 学 57（4）：293-

299, 2015
北市　雄士，井上　　猛，鈴木　克治，田中　輝明，
本田　　稔，中川　　伸，久住　一郎，小山　　司

B1. 睡眠障害の疫学 精 神 科 26（1）：22-27, 
2015

普天間国博，高江洲義和，井上　雄一

2. 幼少期のストレス 臨床精神医学 44（4）：
489-496, 2015

井上　　猛，戸田　裕之，朴　　秀賢，吉野　相英

3. 治療抵抗性うつ病の診断と危険因子 臨床精神薬理 18（10）：
1249-1256, 2015

井上　　猛

4. 新規抗うつ薬 venlafaxineの薬理学的
特徴と期待される臨床効果．臨床精神
薬理

臨床精神薬理 18（12）：
1627-1637, 2015

井上　　猛

5. 笑いとメンタルヘルス 最新精神医学 20（5）：
377-384, 2015

市来　真彦
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C1. 自閉症スペクトラム障害のフラッ
シュバックに抑肝散加陳皮半夏が有
効であった一例

漢方と治療 6（1）：4発刊 
37, 2015

吉浜　　淳

D1. 双極性障害の早期適正診断 /治療の重
要性（座談会）

臨床精神薬理 18（5）：
599-612, 2015

白川　　治，井上　　猛，大坪　天平，武島　　稔，
稲田　康之

2. ストレスとは何か ?（巻頭言） 精神医学 57（12）：994-

995, 2015
井上　　猛

III.　学術刊行物
B1. 不眠症における睡眠薬の減薬，中止の
仕方

精神科 第 29巻 特集 II 
治療の出口戦略（薬物療
法）

普天間国博，井上　雄一

2. 睡眠障害の疫学 精神科 第 26巻 22-27 普天間国博，高江洲義和，井上　雄一
3.「眠れないので眠り薬を下さい」～何
を考え，何をしたら良いのか ?～

茨城保険医新聞，2015
年 11月号

市来　真彦

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Prevalence of and factors associated with 

circadian rhythm sleep-wake disorders in 
euthymic patients with bipolar disorder

WPA Regional Congress 
2015, Osaka, Japan Osaka 
International Conventional 
Center

Takaesu Y,  Inoue Y,  Otsuka A,  Ono K,  Takaita Y,  Inoue 
T

2. Interaction between personality, childhood 
abuse, and adult life events on depression. 
Symposium “Perspectives on research and 
care practice for mood disorder”

WPA regional congress 
Osaka Japan 2015

Inoue T

国内学会
A1. 統合失調症の薬物治療－アリピプラ
ゾールの有用性について

大塚製薬社内勉強会 柏
崎市民プラザ

吉浜　　淳

2. 統合失調症における認知機能につい
て

大日本住友社内研修会 
柏崎文化会館アルフォー
レ

吉浜　　淳

3. 統合失調症の薬物治療－アリピプラ
ゾールの有用性について

大塚製薬社内勉強会 柏
崎市民プラザ

吉浜　　淳

4. 認知症について 長岡晴風会総会 長岡グ
ランドホテル

吉浜　　淳

5. 睡眠のはなし 柏崎晴風会総会 岬ひと
ひら

吉浜　　淳

6. 認知症の緩和ケア 柏崎認知症カンファレン
ス 柏崎産業文化会館

吉浜　　淳

7. 認知症について 平成 27年度認知症予防
講 和 石 地 コ ミ ュ ニ
ティーセンター

吉浜　　淳

8. 大うつ病エピソードを呈する被験者
における双極性障害の有病率に関す
る研究（JET-LMBP研究）の結果紹介
（イブニングセミナー）

第 12回日本うつ病学会
総会・第 15回日本認知
療法学会（2015.7.17，新
宿，京王プラザホテル）
会期 7.17-19

井上　　猛
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9. 小児期虐待，気質，成人期ライフイベ
ントのうつ気分に対する影響の性差
（ランチョンセミナー）

第 44回日本女性心身医
学会学術集会（2015.7.26）
東京，ソラシティカン
ファレンスセンター

井上　　猛

10. 認知症の薬物治療について 柏崎市刈羽郡じょんのび
勉強会 柏崎産業文化会
館

吉浜　　淳

11. 薬物療法は「安全・維持」から「リカ
ヴァリーの旅」へ

リカバリー全国フォーラ
ム 2015（2015.8.22） 帝
京平成大学（東京）

市来　真彦

12. 認知症の理解と対応 －上手な接し方
のコツ－

病院勤務の医療従事者向
け認知症対応力向上研修 
柏崎中央ライフセンター

吉浜　　淳

13. 不安・ストレスの脳科学（講習会講演） 第 15回日本音楽療法学
会（2015.9.11）札幌，札
幌コンベンションセン
ター

井上　　猛

14. 双極性障害の診断と治療の新しい動
向（ランチョンセミナー）

第 45回日本神経精神薬
理学会・第 37回日本生
物学的精神医学会合同年
会（2015.9.26）東京，タ
ワーホール船堀

井上　　猛

15. 双極性障害の新しい病態研究とリ
バーストランスレーショナルリサー
チの可能性

第 45回日本神経精神薬
理学会・第 37回日本生
物学的精神医学会合同年
会シンポジウム「薬剤師，
若手医師向け臨床神経精
神薬理」（2015.9.26）東京，
タワーホール船堀

井上　　猛

16. 発達障害について 第 10回 刑事精神鑑定研
究会 新潟地方検察庁

吉浜　　淳

17. 認知症について 平成 27年度認知症予防
講 和 平 田 コ ミ ュ ニ
ティーセンター

吉浜　　淳

18. 難治性うつ病の診断と治療：双極性と
ストレス因の関与（特別講演）

平成 27年度新潟精神医
学会（2015.10.17）新潟，
ホテルオークラ新潟

井上　　猛

19. 認知症の基本的理解とマネジメント 認知症の基本的理解とマ
ネジメント ソフィアセ
ンター

吉浜　　淳

20. 進化精神医学的アプローチから見た
うつ病治療

Cymbalta Web Conference 
柏崎厚生病院

吉浜　　淳

21. 統合失調症の薬物治療－アリピプラ
ゾール LAI症例報告

大塚製薬社内勉強会 柏
崎市民プラザ

吉浜　　淳

22. 最初の抗うつ薬で効果不十分なとき
どうするべきか ?（ランチョンセミ
ナー）

第 28回日本総合病院精
神 医 学 会 総 会
（2015.11.27）あわぎん
ホール，徳島

井上　　猛

23. 若年性認知症について 在宅介護者の集い 柏崎
市総合福祉センター

吉浜　　淳
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B1. 当院におけるうつ病の薬剤治療につ
いて

第 53回 柏崎臨床精神医
学研究会（2015.5.15）柏
崎文化会館アルフォーレ

赤羽　学爾

2. 統合失調症患者における再入院のリ
スク要因の検討

第 111回日本精神神経学
会学術集会（2015.6.4）
大阪

瀧田　千歌，高江洲義和，志村　哲祥，大野浩太郎，
丸田　敏雅

3. ハンチントン病の運動機能障害に対
して aripiprazoleが有効であった一症
例

第 111回日本精神神経学
会学術集会（2015.6.4）
大阪

志村　哲祥，高江洲義和，諸治　隆嗣，井上　　猛

4. 双極性障害に合併した自由継続型概
日リズム睡眠障害の 3症例

第 111回日本精神神経学
会学術集会（2015.6.5）
大阪

大塚　綾乃，高江洲義和，井上　　猛

5. 精神科病棟入院患者における転倒リ
スク要因の検討

第 111回日本精神神経学
会学術集会（2015.6.6）
大阪

大野浩太郎，高江洲義和，志村　哲祥，滝田　千歌，
丸田　敏雅

6. 双極性障害における概日リズム睡眠
障害合併例の検討

第 40 回定期学術集会　
日本睡眠学会　栃木県総
合文化センター

高江洲義和

7. 明日から臨床の役に立つ睡眠薬の
ABC

日本睡眠歯科学会　第
10回睡眠歯医学エキス
パートセミナー　栃木県
総合文化センター

高江洲義和

8. 母の遺品を整理できない女性との分
析的セラピー

日本精神分析学会第 61
回大会（2015.10.16）幕
張メッセ国際会議場

小野　泰之

9. 双極性障害患者における概日リズム
睡眠障害の病相再発に与える影響の
検討

第 34回躁うつ病懇話会　
夢海遊淡路島

高江洲義和，井上　雄一，村越　晶子，大塚　綾乃，
井上　　猛

10. BPSD－そのエビデンスとナラティ
ブ－

全国病院理事療法協会 
新潟支部 創立 60周年記
念事業（2015.10.18）ホ
テルサンルート新潟

吉浜　　淳

小 児 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　東京医科大学建学の精神である自主自学に基づき，自立した医師を育成することを目標としている。日本小児科

学会は「小児科医は子ども達が成人するまで見守ります」と宣言している。小児の身体から心までの様々な疾患，
乳幼児健康診査や予防接種などの小児保健について，卒前卒後教育を通じて十分な知識を習得し，高い水準の診
療を行うことを目標とする。

「現 状 説 明」　卒前教育では第 3，4学年の講義，第 5学年の臨床実習，第 6学年の選択実習および臓器別講義がある。卒後教
育としては，初期研修医に対しては common diseaseから専門性の高い疾患まで幅広い疾患の診療を通じて指導
している。後期研修については，専門医取得までの 4年間を研修期間としてプログラムを組み，4年目からは臨
床研究医，助教扱いとしている。また，社会人大学院では臨床研究を主体に専門知識の習得を行っている。

「点検・評価」　マンパワーと時間が確保できないことが課題である。特に研究・診療に力を入れながら学生，初期研修医，後期
研修医それぞれを指導するにはそれ相当の熱意が必要である。

「改 善 方 策」　医局員を増員し，指導医の質の向上を図る必要がある。小児科学会の指導医育成プログラムにより，指導方法を
学び，その確立を目指している。学内での勉強会を定期的に行い，基礎から臨床に至る知識の向上を図る。

「目標・改善方策の達成度」　日本小児科学会の指導医講習会に積極的に参加するとともに，1年おきに研修プログラムの見直し
を行っている。

【研究】
「到 達 目 標」　科研費をはじめとする研究費獲得が可能な研究体制の構築および，国際的な研究活動の推進を目標とする。
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「現 状 説 明」　現在臨床研究と小児科研究室にて，遺伝子診断，免疫学的研究，病理学的研究をおこなっている。医薬品の有効
安全性情報の研究，重症例全国調査，近赤外線分光法による新生児頭蓋内出血予防，食物アレルギーの経口負荷
試験，起立性調節障害の起立負荷試験における脳および体循環などの臨床研究に加え，てんかんや急性脳症のバ
イオマーカー解析，ワクチンにおける免疫応答解析，肝臓内脂質代謝と繊維化および癌発生機構に関する研究，
炎症性腸疾患の腸管免疫解析なども継続して行っている。

「点検・評価」　医師数が少なく臨床業務が多い状態ではあるが，臨床において多くの症例を集め，結果を患者さんにもフィード
バックする形での臨床研究を行っている。また学会発表，論文として公表するだけではなく，学外との研究会な
どを通して客観的な評価を得ている。

「改 善 方 策」　臨床研究だけでなく，基礎研究との連携を推進するなどして，研究体制の構築を図る。また，他機関の研究者と
協力して，ノウハウを得たり研究内容の改善を行う。

「目標・改善方策の達成度」　前年度と比較して科研費の採用件数が増加した。また，院内の基礎研究と連携し，新たな研究を開
始したところである。国際的な研究活動については特定の分野にとどまっており，今後はその範囲を広げる必要
がある。

【診療】
「到 達 目 標」　一般小児科領域では地域中核病院として，新生児医療においては地域周産期母子医療センターとして，西東京地

区の中核的な役割を担う。また，臨床研究において得た成果をもとに，専門外来を充実させ，先進的な医療を行
う。

「現 状 説 明」　医療圏として 200万人以上をカバーし，東京医科大学病院は 365日 24時間体制の小児救急医療をしており，八
王子医療センターは東京多摩地区の指定機関として山梨県東部から神奈川県西部の範囲までの小児救急医療を
行っている。診療内容は精神・神経疾患，感染症，自己免疫・膠原病，消化器疾患，腎疾患，内分泌疾患，代謝
疾患，アレルギー疾患を中心に最先端治療を行っている。新生児医療では，母体・新生児搬送の受け入れを積極
的に行いっている。小児外科，救命救急科，耳鼻咽喉科，眼科，皮膚科，形成外科，口腔外科など関連各科とも
協力して診療にあたっている。

「点検・評価」　定例会議を通して，問題点を検討し，改善を図っている。安全性の高い医療を提供するため，定期的に会合を設
け，意見の交換を行う。

「改 善 方 策」　医局員の専門性を上げるため，教育研究体制の充実を図り，紹介患者を増やしたり新患患者の受け入れを増やし
たりする。新生児医療では病床数を増床し，母体・新生児搬送を増やす。

「目標・改善方策の達成度」　一般小児領域，新生児医療において地域の中核的な役割を果たしている。専門外来としては各分野
で専門外来を設けているが，受診しやすさなど体制の更なる充実を図る必要がある。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　一般市民に対する啓発活動や，教育機関，保健所・診療所・病院などの関係諸機関との連携を通じ，地域医療へ

貢献する。また，これらの活動を通じて，患者さんにとっては受診したくなる環境，関係諸機関にとっては紹介
しやすくなるよう関係性を構築することを目標とする。

「現 状 説 明」　地域の健康診断事業，休日診療への積極的な参加および地域近隣医療機関との研究会や医療連携を行っている。
また診療所・地域病院との連携を視野に入れ，小児科医会の役員，学会・研究会開催会場の提供，小児科関連学
会誌（日本小児科学会，日本小児精神神経学会，日本小児臨床薬理学会，小児科医会など）の編集業務，情緒障
害学級入級の専門医診断・措置会，市民公開講座講師，育児書執筆など幅広く活躍している。

「点検・評価」　現状では臨床業務の多忙さと，医局員の人数の問題から，社会活動への参加は限定的である。
「改 善 方 策」　医局員を増員し，個人の負担を軽減するとともに，勤務時間外に啓発活動や連携を行う時間的な余裕を得る。各

医局員の専門分野に関する講演題名を地域に公表するなどして，地域との交流を図る。
「目標・改善方策の達成度」　啓発活動や，関連機関との交流は限定的ではあるが，継続して行っている。頭痛外来や起立性調節

外来などについては遠方からも受診希望や紹介依頼が来るようになってきている。

I.　著書
1. 今日の小児治療指針　第 16版，結節
性紅斑，多形滲出性紅斑，Stevens-
Johnson症候群

医学書院，293-294, 2015 河島　尚志，水口　　雅*，市橋　　光*，崎山　　弘*

2. よくみる小児疾患 100, ギランバレー
症候群

総 合 出 版 社，225-229, 
2015

河島　尚志，小穴　信吾，山中　　岳
（監修：五十嵐　隆*）
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3. 小児の栄養消化器肝臓病　診療ガイ
ドライン・指針

診断と治療社，2015 玉井　　浩*，友政　　剛*，中山　佳子*，新井　勝大*，
牛島　高介*，牛田　恵一*，恵谷　ゆり*，大塚　宣一*，
河島　尚志，十河　　剛*，瀧谷　公隆*，田尻　　仁*，
野口　篤子*

4. 第 109回　医師国家試験問題解説書，
109B-15
109C-4
109C-23
109E-52

医学評論社，94, 2015

143
159-160
293-294

柏木　保代

5. 今日の小児治療指針　第 16版，腹膜
透析

医学書院，85-86, 2015 柏木　保代

6. 別冊日本臨床　新領域別症候群シ
リーズ　骨格筋症候群（第 2版），真
菌性筋炎

日 本 臨 床 社，268-271, 
2015

山中　　岳

II.　学術論文
A1. Serum cytokine profi ling　of leukocy-

tapheresis in pediatric ulcerative colitis
Therapeutic apheresis and 
dialysis 19（4）：413-415, 
2015（IF=1.532）

Kashiwagi Y,  Go S,  Kinjo N,  Nishimata S,  Kawashima 
H

2. Marked elevation of excitatory amino 
acids in cerebrospinal fl uid obtained from 
patients　with rotavirus-associated 
encephalopathy

J Clin Lab Anal 29（4）：
328-333, 2015（IF=1.038）

Kashiwagi Y,  Kawashima H,  Suzuki S,  Nishimata S,  
Takekuma K,  Hoshika A

3. Clinical and genetic features of acute 
encephalopathy in children taking theoph-
ylline

Brain Dev 37（5）：463-

470, 2015（IF=1.88）
Saitoh M*,  Shinohara M*,  Ishii A*,  Ihara Y*,  Hirose S*,  
Shiomi M*,  Kawawaki H*,  Kubota M*,  Yamagata T*,  Miya-
moto A*,  Yamanaka G,  Amemiya K*,  Kikuchi K*,  Kamei 
A*,  Akasaka M*,  Anzai Y*,  Mizuguchi M*

4. Missense mutations in sodium channel 
SCN1A and SCN2A predisposechildren to 
encephalopathy with severe febrile sei-
zures

Epilepsy Research 117：
1-6, 2015（IF=2.015）

Saitoh M*,  Ishii A*,  Ihara Y*,  Hirose S*,  Terashima H*,  
Kubota M*,  Kikuchi K*,  Yamanaka G,  Amemiya K*,  
Hirose H*,  Mizuguchi M*

5. Brain magnetic resonance imaging in 
acute phase of pandemic infl uenza A
（H1N1）2009－associated encephalopa-

thy in children

Neuropediatrics 46（1）：
20-25, 2015（IF=1.24）

Ishida Y,  Kawashima H,  Morichi S,  Yamanaka G,  Oku-
mura A*,  Nakagawa S*,  Morishima T*

6. Oral challenge tests for soybean allergies 
in Japan：A summary of 142 cases

Allergology Internatioal 65
（ 1 ）：6 8-7 3 ,  2 0 1 5
（IF=2.355）

Sato M,  Shukuya A*,  Sato S*,  Komata T*,  Utsunomiya T*,  
Imai T*,  Tomikawa M*,  Ebisawa M*

7. Compound heterozygous GFM2 muta-
tions with Leigh syndrome complicated 
by arthrogryposis multiplex congenita

J Hum Genet 60（9）：509-

13, 2015（IF=2.46）
Fukumura S*,  Shimura M,  Ohba C*,  Watanabe T*,  
Minagawa K*,  Murayama K*,  Ohtake A*,  Saitsu H*,  
Ma tsumoto N*,  Tsutsumi H*

8. Analysis of non-alcoholic steatohepatitis 
in children：pathological characteristics, 
cytokine/chemokine profi ling, and single 
nucleotide polymorphism

J Tokyo Med Univ 73
（3）：259-267, 2015

Nakajima J,  Nishimata S,  Kashiwagi Y,  Kawashima H

9. 注意欠陥 /多動性障害に対するアトモ
キセチン塩酸塩及び塩酸メチルフェ
ニデート徐放薬投与における心電図
変化に関する検討

東 医 大 誌 73（3）：284-

293, 2015
森地振一郎，宮島　　祐，山中　　岳，小穴　信吾，
石田　　悠，森下那月美，竹下　美佳，春日　晃子，
河島　尚志

10. 小児周期性発熱患者の MEFV遺伝子
解析とコルヒチンの有効性

東 医 大 誌 73（3）：276-

283, 2015
赤松　信子，鈴木　慎二，柏木　保代，河島　尚志
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C1. Acute suppurative oligoarthritis and 
osteomyelitis：a differential　diagnosis 
that overlaps with acute rheumatic fever

J Infect Chemother 21
（ 8）：6 1 0-6 1 2 ,  2 0 1 5
（IF=1.486）

Sato S,  Chiyotanda M,  Hijikata T,  Ishida Y,  Oana S,  
Yamanaka G,  Kawashima H,  Kubo K*

2. De novo EEF1A2 mutations in patients 
with characteristic facial features, intel-
lectual disability, autistic behavior and 
epilepsy

Clinical Genetics 87（4）：
356-361, 2015（IF=3.931）

Nakajima J,  Okamono N*,  Tohyama J*,  Kato M*,  Arai H*,  
Funahashi O*,  Tsurusaki Y*,  Nakashima M*,  Kawashima H,  
Saitsu H*,  Matsumoto N*,  Miyake N*

3. Congenital cytomegalovirus infection in 
monozygotic twins with twin-to-twin 
transfusion syndrome

Indian Pediatr 52（5）：
429-431, 2015（IF=1.04）

Nakajima J,  Sunohara D,  Kawashima H

4. A 15-month-old boy with congenital duo-
denal stenosis due to food impaction

Pediatr Emerg Care 31
（ 2）：1 3 2-1 3 4 ,  2 0 1 5
（IF=1.046）

Nakajima J,  Takahashi H,  Suda K,  Suzuki S,  Sato S,  
Hayashi Y*,  Kawashima H

5. 経母体ステロイドが新生児ループス
の胎児心病変に有効と考えられた一
例

こども医療センター医学
誌 44：236-240, 2015

奈良昇乃助，川村　直人*，豊島　勝昭*，川滝　元良*，
猪谷　泰史*，金　　基成*，小野　　晋*，西澤　　崇*，
柳　　貞光*，上田　秀明*，須波　　玲*，石川　浩史*，
今川　智之*，萩原　聡子*

6. 注腸造影にて狭窄病変を認めた新生
児-乳児消化管アレルギー 1男児例

日本小児アレルギー学会
誌 29（1）：108-112, 2015

竹下　美佳，佐藤　　智，千代反田雅子，三浦　太郎，
佐藤　美紀，長尾　竜兵，牛尾　方信

III.　学術刊行物
B1. 第 48回東京医科大学医科学フォーラ
ム「ケミカルで生命の謎を知る！」

東医大誌 73（1）：51-52，
2015

河島　尚志

2. 1.内服薬　消化器系薬 小児看護 38（8）7月増刊
号：1010-1024，2015

河島　尚志，西亦　繁雄，呉　　宗憲，茂木小百合

3. 抗ウイルス薬の使い方 小児科診療 78（5）：653-

660，2015
河島　尚志，柏木　保代，森地振一郎，茂木小百合

4. インフルエンザ脳症ガイドライン改
訂版

調 剤 と 情 報 21（1）：
29-35，2015

河島　尚志

5. ヘルペスウイルス感染症－単純ヘル
ペス脳炎を中心に

小 児 内 科 47（4）：558-

562，2015
河島　尚志，小穴　信吾，濱田　泰子*

6. 脂肪肝と NASH 小児内科 46（増）：662-

667, 2015
河島　尚志，中島　隼也，西亦　繁雄

7. 当院 5年間における腸重積の臨床的検
討－ロタウイルスワクチン導入前後
での比較－

小児科臨床 68（2）：267-

274, 2015
柏木　保代，高橋　英城，呉　　宗憲，佐藤　　智，
西亦　繁雄，熊田　　篤，山中　　岳，河島　尚志

8.【特集てんかん】てんかんの診断　発
作症状からみたてんかん診断

小児内科 47（9）9月増大
号：1453-145, 2015

山中　　岳

9. NEONATAL CARE 2015 11 比べて
“ガッテン”新生児の観察ポイント　
早産児の循環機能の観察ポイント

ネオネイタルケア 28
（11）：1043-1047, 2015

近藤　　敦，高見　　剛

10. コーンスターチ療法により持続性の
低血糖の改善を認めた Costello症候群
の 1乳児例

小児科臨床 68（5）：1067-

1072, 2015
鈴木　俊輔，呉　　宗憲，長尾　竜兵，近藤　　敦，
西亦　繁雄，武隈　孝治，沼部　博直，河島　尚志

11. 当院における過去 7年間の菌血症の検
討

小児科臨床 68（6）：1157-

1162, 2015
廣瀬あかね，奈良昇乃助，牛尾　方信，林田　美穂，
鈴木　俊輔，西亦　繁雄，山中　　岳，柏木　保代，
河島　尚志

12. インフルエンザ感染症におけるペラ
ミビルの使用経験

小児科臨床 68（6）：1911-

1915, 2015
加藤　幸子，柏木　保代，牛尾　方信，西亦　繁雄，
山中　　岳，河島　尚志
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Diagnosis and molecular basis of mito-

chondrial respiratory chain disorders in 
Japan；Exome sequencing for identifi ca-
tion of disease gene

The 4th Asian Congress for 
inherited Metabolic Dis-
ea ses（2015 .3 .19-22）
Tawan

Shimura M,  Murayama K*,  Fushimi T*,  Taniguchi M*,  
Ajima M*,  Ichimoto K*,  Matsunaga A*,  Mori M*,  Kishita 
Y*,  Tokuzawa Y*,  Kohda M*,  Okazaki Y*,  Ohtake A*

2. A novel mitochondrial tRNA modifi cation 
due to QRSL1 mutations causes infantile 
mitochondrial disease

SSIEM Annual symposium
（2015.4.17-19）Lyon

Shimura M,  Murayama K*,  Fushimi T*,  Ichimoto K*,  Mori 
M*,  Kishita Y*,  Tokuzawa Y*,  Kohda M*,  Maehata Y*,  
Nagao A*,  Suzuki T*,  Okazaki Y*,  Ohtake A*

3. Sequential profi ling of serum cytokine 
response to ACTH in patients with West 
syndrome

The 17th Annual Meeting 
of Infantile Seizure Society
（2015.9.25-26）Tokyo

Yamanaka G,  Morishita N,  Oana S,  Takeshita M,  
Morichi S,  Ishida Y,  Kashiwagi Y,  Kawashima H

4. Diagnosis and molecular basis of  mito-
chondrial liver disease

2nd Japan-Taiwan-Korea 
Joint Meeting for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatol-
o g y  a n d  N u t r i t i o n
（2015.11.28）Tokyo

Shimura M,  Murayama K*

国内学会
A1. 急性脳炎・脳症の最近の知見 第 94回東京小児科医会

学術集会（2015.2.14）東
京

河島　尚志

2. 小児・思春期の片頭痛 城西頭痛セミナー 2015
（2015.4.9）東京

山中　　岳

3. シンポジウム 5　インフルエンザの重
症化予防「インフルエンザ脳症」

第 89回日本感染症学会
学術集会（2015.4.16）京
都

河島　尚志

4. 起立性調節障害の診断と対応～ガイ
ドラインを中心に，これからと～

第 42回北九州市子ども
の こ こ ろ 懇 話 会
（2015.4.16）福岡

呉　　宗憲

5. MRI共同提言の実現に向けて Sedation 
Essence in Children Under Regulated 
Environment（SECURE）コースの紹
介　委員会主催セミナー

第 57回日本小児神経学
会（2015.5.28-30）大阪

山中　　岳，井上　信明*，久我　修二*，草川　　功*，
阪井　裕一*，山内　秀雄*

6. 急性脳炎 /脳症 インフルエンザ脳症を
中心として

第 198回小児科学会群馬
地方会懇話会（2015.5.31）
群馬

河島　尚志

7. 小児の抗てんかん薬の適応について 大 塚 製 薬　 講 演 会
（2015.6.12）東京

山中　　岳

8. 小児の気道病変 厚生中央病院臨床懇話会
（2015.9.1）東京

菅波　佑介

9. 小児の頭痛診療　－ガイドラインに
基づいた治療と二次性頭痛を疑うポ
イント－

第 13回御茶ノ水小児神
経 カ ン フ ァ レ ン ス
（2015.9.15）東京

山中　　岳

10. 急性脳症と熱性けいれん重積との鑑
別　急性期診断における SPECTの有
用性の検討

第 100回東京小児科医会
（2015.10.18）東京

小穴　信吾，山中 　岳，笹本　武明，森下那月美，
竹下　美佳，森地振一郎，石田　　悠，河島　尚志

11. 起立性調節障害の診断と対応 第 100回東京小児科医会
学術講演会（2015.10.18）
東京

呉　　宗憲

12. 当院を受診した自己炎症性疾患・免疫
不全症とその近縁疾患

八王子医師会　小児科部
会（2015.10.19）東京

牛尾　方信，木村　将弘，縣　　一志，高橋　英城，
赤松　信子，石田　　悠
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13. シンポジウム 2 インフルエンザ脳症を
含む急性脳症 における治療戦略

第 20回日本神経感染症
学会総会・学術大会
（2015.10.22）長野

河島　尚志

14. 感染症ガイドライン 2　急性脳症ガイ
ドライン インフルエンザ脳症を中心
として

第 47回日本小児感染症
学会学 術 集 会（2015．
10.31-11.1）福島

河島　尚志

15. インフルエンザ重症化のメカニズム 
病態，予防，治療について

第 19回日本ワクチン学
会学術集会（2015.11.14）
愛知

河島　尚志

16. 小児の頭痛　慢性頭痛への対応と見
逃してはいけないポイント

第 40回東日本小児科学
会（2015.11.23）東京

山中　　岳

17. 女性医師研究支援の成果と現状 －小
児科

女性研究者支援の成果報
告 と 継 続 に 向 け て
（2105.12.3）東京

河島　尚志

18. 小児呼吸器ウイルス感染症 －インフ
ルエンザ，RSなど

第 5回富山ライフサイエ
ン ス シ ン ポ ジ ウ ム
（2105.7.18）富山

河島　尚志

B1. LCAP前後における血中サイトカイン
の動態-UC 2例での検討

小 児 IBD 研 究 会
（2015.2.8）大阪

柏木　保代，堤　　範音，赤松　信子，呉　　宗憲，
西亦　繁雄，河島　尚志

2. 脾腫を契機に診断された自己免疫性
リンパ増殖症の一例

多摩感染免疫研究会
（2015.2.28）東京

牛尾　方信，鈴木　慎二，三浦　太郎，鈴木　俊輔，
鈴木　一徳，柏木　保代，豊田　博子*，矢那瀬紀子*，
水口純一郎*，河島　尚志

3. 成長障害を主訴とするミトコンドリ
ア呼吸鎖異常症の 2例

第 33回小児成長研究会
（2015.2.28）東京

志村　　優，村山　　圭*，石井　真樹*，谷口　　翠*， 
安嶋まさみ*，伏見　拓矢*，市本　景子*，大竹　　明*，
高柳　正樹*

4. 長期経過ののち全身性強皮症の診断
に至った 14歳女子例

第 608回日本小児科学会
東京都地方会（2015.3.14）
東京

浦辺（長田）　智美，春日　晃子，三浦　太郎，
鈴木　俊輔，牛尾　方信，河島　尚志

5. 居眠りにより過眠症と診断された 3例 第 118回日本小児科学会
学術集会（2015.3.19）大
阪

三輪　直子，呉　　宗憲，春日　晃子，赤松　信子，
柏木　保代，河島　尚志

6. 経時的に脳組織循環を測定した新生
児けいれんの 3例

第 118 回日本小児科学会
学術集会（2015.4.17-19）
大阪

菅波　佑介，山中 　岳，廣瀬あかね，中島　隼也，
近藤　　敦，春原　大介，河島　尚志

7. Diagnosis and molecular basis of mito-
chondrial respiratory chain disorders in 
Japan；Exome sequencing for identifi ca-
tion of disease genes

第 118回日本小児科学会
学術集会（2015.4.17-19）
大阪

志村　　優，村山　　圭*，伏見　拓矢*，市本　景子*，
松永　綾子*，鶴岡　智子*，小川えりか*，森　　雅人*，
高柳　正樹*，大竹　　明*

8. 小児期発症シェーグレン症候群にお
ける消化器肝臓病変の検索

第 118回日本小児科学会
学術集会（2015.4.17-19）
大阪

堤　　範音，西亦　繁雄，横山麻里亜，長田　智美，
中島　隼也，森地振一郎，佐藤　　智，山中　　岳，
柏木　保代，河島　尚志

9. 起立性調節障害の起立負荷時におけ
る脳血流と血中カテコラミンの検討

第 118回日本小児科学会
学術集会（2015.4.17-19）
大阪

呉　　宗憲，三輪　直子，横山麻里亜，春日　晃子，
赤松　信子，柏木　保代，河島　尚志

10. 中枢性尿崩症に対しデスモプレシン
経鼻製剤から経口製剤に変更した 3例
の検討

第 118回日本小児科学会
学術集会（2015.4.17-19）
大阪

鈴木　俊輔，杉本　麻衣，春日　晃子，三浦　太郎，
鈴木　一徳，牛尾　方信，露木　和光，河島　尚志

11. 多飲多尿を伴い鑑別を要した起立性
調節障害の 1男児例

第 618回日本小児科学会
東京都地方会懇話会
（2015.5.9）東京

呉　　宗憲，春日　晃子，堤　　範音，赤松　信子，
柏木　保代，河島　尚志
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12. 鼻汁中のリアルタイム PCRとサイト
カイン からみた RSウイルス感染症の
検討

第 12回東京小児感染免
疫懇話会（2015.2.12）東
京

三浦　太郎，林田　美穂，森地振一郎，牛尾　方信，
佐藤　　智，柏木　保代，河島　尚志

13. 当院での食物アレルギーに対する経
口免疫療法

第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26-

28）東京

三浦　太郎，杉本　麻衣，佐藤　　智，佐藤　美紀，
河島　尚志

14. 当院で行なった外来での食物負荷試
験 46症例の検討

第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26-

28）東京

千代反田雅子，佐藤　美紀，長尾　竜兵，佐藤　　智，
西亦　繁雄，河島　尚志

15. 新生児乳児消化管アレルギーを疑わ
れた児におけるカルニチンの検討

第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26-

28）東京

佐藤　美紀，佐藤　　智，杉本　麻衣，土方　妙江，
長尾　竜兵，河島　尚志

16. Clinical analysis of 7 children with con-
genital cytomegalovirus infection

第 57回日本小児神経学
会学術集会（2015.5.28-

30）大阪

石田　　悠，Takeshita M,  Morishita N,  Morichi S,  
Morishima Y,  Oana S,  Yamanaka G,  Miyajima T,  
Kawashima H

17. West症候群における ACTH療法中の 
サイトカインの経時的変動 第 2報

第 57回日本小児神経学
会学術集会（2015.5.28-

30）大阪

森下那月美，山中　　岳，竹下　美佳，森地振一郎，
石田　　悠，小穴　信吾，柏木　保代，河島　尚志

18. Treatment of intractable neonatal seizure 
in a case　with a SCN2A mutation by 
using a lidocaine patch

第 57回日本小児神経学
会学術集会（2015.5.28-

30）大阪

Urabe T,  Takeshita M,  Morishita N,  Morichi S,  Ishida　
Y,  Morishima Y,  Oana S,  Yamanaka G,  Miyajima T,  
Kato M*,  Kawashima H

19. IgGサブクラス欠損症と肺炎球菌特異
的 IgG2

第 93回免疫アレルギー
研究会（2015.6.2）東京

縣　　一志，鈴木　慎二，呉　　宗憲，佐藤　美紀，
小穴　信吾，柏木　保代，河島　尚志

20. 起立性調節障害の新しい診断－新起
立負荷試験－の妥当性に関する検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

税所　純也，佐藤　　智，加藤　幸子，佐藤　美紀，
河島　尚志

21. 当院におけるWest症候群の長期発達
予後

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

笹本　武明，森下那月美，長田　智美，竹下　美佳，
森地振一郎，石田　　悠，小穴　信吾，山中　　岳，
宮島　　祐，河島　尚志

22. 中枢神経感染症，特に急性脳症罹患時
の髄液 Th17系サイトカイン /ケモカ
インのプロファイリングからみた病
態解析

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

初鹿　達朗，森地振一郎，竹下　美佳，森下那月美，
石田　　悠，小穴　信吾，山中　　岳，河島　尚志

23. 2004年から 2012年に経験した RS 
ウィルス脳症の臨床的検討

第 6回小児呼吸器ウイル
ス 感 染 症 研 究 会
（2015.6.11）東京

縣　　一志，森下那月美，竹下　美佳，森地振一郎，
石田　　悠，小穴　信吾，山中　　岳，柏木　保代，
大前　禎毅*，河島　尚志

24. RSウイルス脳症の予後指標となりう
るバイオマーカーの検討

第 29回日本小児救急医
学会学術集会（2015.6.12-

13）大宮

森地振一郎，三輪　直子，森下那月美，石田　　悠，
小穴　信吾，山中　　岳，柏木　保代，河島　尚志

25. 遷延する胆汁うっ滞による肝機能障
害を伴った超低出生体重児の 1例

第 619回日本小児科学会
東京都地方会（2015.6.13）
東京

廣瀬あかね，菅波　佑介，近藤　　敦，春原　大介，
高見　　剛

26. 鼻汁中のリアルタイム PCRとサイト
カインからみた RS感染症の検討

第 56回日本臨床ウイル
ス 学 会（2015.6.13-14）
岡山

千代反田雅子，三浦　太郎，牛尾　方信，柏木　保代，
河島　尚志

27. 特発性ネフローゼ症候群における
VEGFの検討

第 50回日本小児腎臓病
学会学術集（2015.6.18-

20）福島

柏木　保代，長田　智美，呉　　宗憲，西亦　繁雄，
河島　尚志

28. 難治性ネフローゼ症候群治療経過中
に混合結石（シュウ酸カルシウムと酸
性尿酸アンモニウム）形成を呈した 1
例

日本小児腎臓病学会学術
集会　第 50回記念大会
（2015.6.18-20）神戸

赤松　信子，柏木　保代，春日　晃子，呉　　宗憲，
西亦　繁雄，河島　尚志
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29. 近赤外分光装置（NIRS）を用いた動
脈管評価

第 13回日本周産期循環
管理研究会（2015.6.27-

28）岐阜

奈良昇乃助，豊島　勝昭*，川村　直人*，楢村　哲生*，
猪谷　泰史*

30. 重症インフルエンザにおける脳由来
神経栄養因子（BDNF）や血管由来因
子（VEGF）の病態への関与と時間軸
を整理した有効治療の検討

厚生労働科学研究費補助
金　新型インフルエンザ
等新興・再興感染症研究
事業 ｢新型インフルエン
ザ等への対応に関する研
究」平成 27年度第 1回
研究班会議（2015.7.1）
東京

森地振一郎，山中　　岳，河島　尚志

31. 急性脳症と熱性けいれん重積との鑑
別 急性期診断における SPECTの有用
性の検討

第 4回西東京小児救急研
究会（2015.7.8）東京

小穴　信吾，山中　　岳，笹本　武明，森下那月美，
竹下　美佳，森地振一郎，石田　　悠，河島　尚志

32. 診断に 3DCTが有用であった左肺動脈
狭窄を合併したファロー四徴症の超
低出生体重児例

第 51回日本周産期・新
生児医学会（2015.7.10-

12）福岡

菅波　佑介，赤松　信子，廣瀬あかね，中島　隼也，
近藤　　敦，春原　大介，河島　尚志，土屋　恵司*

33. 在日外国人留学生の両親から出生し
NICU管理を要した 2症例　緊急疾患
としての在日外国人の出産

第 51回日本周産期・新
生児医学会学術集会
（2015.7.10-12）福岡

中島　隼也，廣瀬あかね，菅波　佑介，近藤　　敦，
春原　大介

34. 抗 SS-A,B抗体陽性母体より出生した
先天性完全房室ブロックの一例

第 51回日本周産期・新
生児医学会学術集会
（2015.7.10-12）福岡

奈良昇乃助，川村　直人*，豊島　勝昭*，川滝　元良*，
猪谷　泰史*，金　　基成*，小野　　晋*，西澤　　崇*，
柳　　貞光*，上田　秀明*，須波　　玲*，石川　浩史*，
今川　智之*，萩原　聡子*

35. 東京医科大学病院 NICUにおける正期
産児の Apgar Scoreと逸脱酵素の関連
についての検討

第 51回日本周産期・新
生児医学会学術集会
（2015.7.10-12）福岡

堤　　範音，中島　隼也，廣瀬あかね，奈良昇乃助，
石井　宏樹，菅波　佑介，近藤　　敦，春原　大介，
河島　尚志

36. 脳血流シンチグラフィで右基底核の
血流増加を認めた分類不能型急性脳
症の 1例

第 620回日本小児科学会
東京都地方会（2015.7.11）
東京

笹本　武明，森下那月美，森地振一郎，石田　　悠，
小穴　信吾，山中　　岳，河島　尚志

37. 疼痛コントロールに難渋している
Fabry病の 13歳男児

第 11回日本ファブリー
病フォーラム（2015.7.12）
東京

志村　　優，伏見　拓矢*，田鹿　牧子*，市本　景子*，
村山　　圭*

38. プロトポルフィリン症の姉弟例の長
期経過と肝病理

第 32回日本小児肝臓研
究会（2015.7.25）鳥取

初鹿　達朗，西亦　繁雄，柏木　保代，五百井寛明，
河島　尚志

39. 多飲多尿で発症したリンパ球性漏斗
下垂体神経葉炎（Lymphcytic infundib-
uloneurohypohysitis；LIN）の 1例

小 児 成 長 研 究 会
（2015.8.1）東京

高橋　英城，牛尾　方信，熊田　　篤，河島　尚志

40. 低出生体重児に対する両側肺動脈絞
扼術

第 20回東京循環器小児
科治療 agora（2015.9.12）
東京

浦辺　智美，林　　泰佑*，越智　琢司*，真船　　亮*，
浦田　　晋*，金子　正英*，三崎　泰志*，小野　　博*，
賀藤　　均*

41. 当院で試行した食物負荷試験と特異
的 IgE抗体価プロバビリティーカーブ
の相関性について

ア レ ル ギ ー 研 究 会
（2015.9.24）東京

三浦　太郎

42. アバタセプトを導入した全身性エリ
テマトーデスの一例

第 25回日本小児リウマ
チ学会総会（2015.10.9-

11）石川

税所　純也，佐藤　　智，三輪　直子，横山麻里亜，
高橋　英城，佐藤　美紀，山中　　岳，河島　尚志

43. 脾腫を契機に診断された自己免疫性
リンパ増殖症の親子例

第 25回日本小児リウマ
チ学会総会・学術集会
（2015.10.10）金沢

牛尾　方信，鈴木　慎二，鈴木　俊輔，豊田　博子*，
矢那瀬紀子*，水口純一郎，柏木　保代，河島　尚志
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44. 当院で経験した慢性肉芽腫症の 2例 第 622回日本小児科学会
東 京 都 地 方 会
（2015.10.11）東京

笹本　武明，西亦　繁雄，佐藤　綾乃，縣　　一志，
志村　　優，河島　尚志

45. 皮膚線維芽細胞を用いた酸素消費量
測定はミトコンドリア DNA枯渇症候
群の診断に有用である

第 42回日本小児栄養消
化 器 肝 臓 学 会
（2015.10.16-18）広島

志村　　優， 村山　　圭*，伏見　拓矢*，田鹿　牧子*，
市本　景子*，大竹　　明*

46. 起立性調節障害における上部消化管
内視鏡検査の必要性と有用性に対す
る検討

第 42回日本小児栄養消
化 器 肝 臓 学 会
（2015.10.16-18）広島

堤　　範音，西亦　繁雄，木村　将裕，志村　　優，
柏木　保代，河島　尚志

47. 低酸素性脳症に虚血性腸炎を合併し
人工肛門増設術を施行した一例

第 42回日本小児栄養消
化 器 肝 臓 学 会
（2015.10.16-18）広島

木村　将裕，西亦　繁雄，小穴　信吾，石田　　悠，
山中　　岳，柏木　保代，河島　尚志

48. 概日リズムの正常化により ADLが改
善した起立性調節障害例

第 100回東京小児科医会
学術講演会（2015.10.18）
東京

杉本　麻衣，初鹿　達朗，加藤　幸子，呉　　宗憲，
柏木　保代，河島　尚志

49. 熱性けいれん複雑型との鑑別が困難
であった分類不能型急性脳症の 1例

東京小児科医会 第 100
回 学 術 講 演 会
（2015.10.18）東京

縣　　一志，小穴　信吾，森下那月美，竹下　美佳，
森地振一郎，山中　　岳，河島　尚志

50. ボタン電池誤飲による食道潰瘍を来
した女児の 1例

第 613回日本小児科学会
東 京 都 地 方 会
（2015.10.18）東京

税所　純也，熊田　　篤，初鹿　達朗，佐藤　綾乃，
森地振一郎，三浦　太郎，佐藤　美紀，河島　尚志

51. ボタン電池誤飲による食道潰瘍を来
した女児の一例

八王子医師会　小児科部
会（2015.10.19）東京

高橋　英城，木村　将弘，縣　　一志，赤松　信子，
石田　　悠，牛尾　方信

52. 小児の胸痛「うっ，子どもが胸を痛
がっている ?」

八王子医師会　小児科部
会（2015.10.19）東京

岸部　　峻*，木村　将弘，縣　　一志，高橋　英城，
赤松　信子，石田　　悠，牛尾　方信

53. 人工内耳手術を契機に先天性サイト
メガロウイルス感染症の診断に至っ
た 1例

第 20回日本神経感染症
学会総会・学術大会
（2015.10.22）長野

初鹿　達朗，石田　　悠，森地振一郎，竹下　美佳，
森下那月美，小穴　信吾，山中　　岳，河島　尚志

54. Naチャネル阻害剤によりコントロー
ルし得た新生児早期発症のWPW症候
群の一例

第 60回日本新生児成育
医 学 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23-25）岩手

石井　宏樹，近藤　　敦，廣瀬あかね，奈良昇乃助，
菅波　佑介，春原　大介，河島　尚志

55. 低体温療法中に発症した気管支攣縮
を契機に診断された先天性期間狭窄
症分節型の 1例

第 60回日本新生児成育
医 学 会 学 術 集 会
（2015.10.23-25）岩手

中島　隼也，土方　妙江，菅波　佑介，廣瀬あかね，
奈良昇乃助，石井　宏樹，近藤　　敦，春原　大介，
河島　尚志

56. 近赤外分光装置（NIRS）を用いた動
脈管評価

第 60回日本新生児成育
医 学 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23-25）盛岡

奈良昇乃助，豊島　勝昭*，川村　直人*，楢村　哲生*，
猪谷　泰史*

57. 超早産児における脳循環代謝指標と
予後の検討

第 60回日本新生児成育
医 学 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23-25）盛岡

奈良昇乃助，高見　　剛，石井　宏樹，菅波　佑介，
近藤　　敦，春原　大介，河島　尚志

58. 全身性膿痂疹から診断した乳児の慢
性肉芽腫症の一例

第 94回免疫アレルギー
研究会（2015.10.27）東
京

笹本　武明，西亦　繁雄，長田　智美，堤　　範音，
佐藤　綾乃，縣　　一志，志村　　優，佐藤　美紀，
牛尾　方信，河島　尚志

59. Sequential analysis of serum cytokine 
response to ACTH in patients with West 
syndrome　イングリッシュセッション
選出演題

第 49回日本てんかん学
会学術集会（2015.10.30）
長崎

山中　　岳，森下那月美，竹下　美佳，森地振一郎，
石田　　悠，小穴　信吾，柏木　保代，宮島　　祐，
河島　尚志

60. LCAP前後における血中サイトカイン
の動態-UC 2例での検討

第 47回日本小児感染症
学 会 学 術 集 会
（2015.10.31-11.1）福島

柏木　保代，堤　　範音，牛尾　方信，西亦　繁雄，
河島　尚志
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61. 川崎病の当院入院症例における免疫
グロブリン大量療法（IVIG）不応 risk 
scoreの検討～好中球と IL-6を用いた
独自の risk scoreを踏まえて～

第 47回日本小児感染症
学 会 学 術 集 会
（2015.10.31-11.1）福島

加藤　幸子，呉　　宗憲，税所　純也，三浦　太郎，
柏木　保代，河島　尚志

62. カナキヌマブ変則投与が有効であっ
た家族性寒冷自己炎症症候群の 1例

第 47回日本小児感染症
学会学 術 集 会（2015．
10.31-11.1）福島

鈴木　俊輔，木村　将裕，高橋　英城，赤松　信子，
三浦　太郎，石田　　悠，牛尾　方信，柏木　保代，
河島　尚志

63. 難治性強皮症の一例 第 5回膠原病の難治性病
態を考える（2015.11.3）
東京

赤松　信子，浦辺　智美，高橋　英城，鈴木　俊輔，
牛尾　方信，河島　尚志

64. 当院における急性脳症疑いにて入院
した 127例の臨床的検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

加藤　幸子，森下那月美，山中　　岳，竹下　美佳，
森地振一郎，石田　　悠，小穴　信吾，柏木　保代，
河島　尚志

65. Expressions of brain-derived neurotrophic 
factor（BDNF）in cerebrospinal fluid 
and plasma of children with acute menin-
gitis and encephalopathy

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

Morichi S,  Morishita N,  Takeshita M,  Ishida Y,  Oana S,  
Yamanaka G,  Kashiwagi Y,  Kawashima H

66. 右顔面神経麻痺および右不全片麻痺
を呈した 1例

多摩地区小児神経勉強会
（2015.11.9）東京

石田　　悠，木村　将裕，岸部　　峻，縣　　一志，
高橋　英城，赤松　信子，鈴木　俊輔，牛尾　方信

67. 尿崩症に対してデスモプレシン徐放
製剤内服で管理した全前脳胞症の一
例

第 30回城南新生児研究
会（2015.11.10）東京

横山麻里亜，鵜川　寿子*，竹田　知洋*，久枝　義也*，
廣田　篤史*，天方　秀輔*，中尾　　厚*，土屋 恵司*

68. Disorder of mitochondrial translation 
encoded by nDNA causes severe infantile 
mitochondrial disease

第 57回日本先天代謝異
常 学 会（2015.11.12-14）
大阪

志村　　優 ,  Murayama K*,  Tajika M*,  Fushimi T*,  　
Mori M*,  Kishita Y*,  　Kohda M*,  Suzuki T*,  Okazaki Y*,  
Ohtake A*

69. 起立性調節障害児の頭痛　脳血流量
変動パターンを含めた検討

第 43回日本頭痛学会総
会（2015.11.13-14）東京

呉　　宗憲，山中　　岳，初鹿　達朗，加藤　幸子，
杉本　麻衣，藤野　美佳，柏木　保代，河島　尚志

70. 川崎病の治療反応予測　小林 scoreと
東京医大独自 scoreの検討

第 37回東京脈管研究会
（2015.11.16）東京

加藤　幸子，呉　　宗憲，初鹿　達朗，杉本　麻衣，
柏木　保代，河島　尚志

71. Disorder of mitochondrial translation 
encoded by nDNA causes severe infantile 
mitochondrial disease

第 15回日本ミトコンド
リア学会（2015.11.19-20）
福井

志村　　優，Murayama K*,  Tajika M*,  Fushimi T*,  Mori 
M*,  Kishita Y*,  Kohda M*,  Suzuki T*,  Okazaki Y*,  Ohtake 
A*

72. 全身性膿痂疹から診断した乳児の慢
性肉芽腫症の一例

第 52回小児免疫アレル
ギ ー 学 会（2015.11.23）
奈良

笹本　武明，西亦　繁雄，長田　智美，堤　　範音，
佐藤　綾乃，縣　　一志，志村　　優，佐藤　美紀，
牛尾　方信，河島　尚志

73. 慢性肉芽腫症にトランスアミナーゼ
高値が遷延している一例

第 48回武蔵野小児肝臓
病懇話会（2015.12.1）東
京

初鹿　達朗，西亦　繁雄，志村　　優，佐藤　綾乃，
笹本　武明，縣　　一志，牛尾　方信，柏木　保代，
河島　尚志

74. 当科で経験した周産期型低ホスファ
ターゼ症の経過および新規治療法に
ついて

第 74回西東京内分泌代
謝研究会（2015.12.7）東
京

熊田　　篤，志村　　優，三浦　太郎，佐藤　美紀，
河島　尚志

75. pdmH1N1 2009耐性株による小児肺炎
ガイドライン作成に向けて

厚生労働科学研究費補助
金　新型インフルエンザ
等新興・再興感染症研究
事業 ｢新型インフルエン
ザ等への対応に関する研
究」平成 27年度第 2回
研究班会議（2015.12.9）
東京

森地振一郎，山中　　岳，河島　尚志

76. 当院で試行した成長ホルモン分泌刺
激試験のまとめ

第 623回日本小児科学会
東 京 都 地 方 会
（2015.12.12）東京

税所　純也，熊田　　篤，初鹿　達朗，佐藤　綾乃，
森地振一郎，三浦　太郎，佐藤　美紀，河島　尚志
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77. 治療に難渋している Fabry病の 2例 Fabry 病 学 術 講 演 会
（2015.12.15）東京

志村　　優

78. 近赤外時間分解分光法を用いた未熟
児動脈管開存症の評価

第 63回東京医科大学循
環器研究会（2015.12.19）
東京

奈良昇乃助，近藤　　敦，廣瀬あかね，中島　隼也，
石井　宏樹，春原　大介，河島　尚志

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 優秀演題賞 成長障害を主訴とするミ
トコンドリア呼吸鎖異常症の 2例

第 33回小児成長研究会
（2015.2.28）東京

志村　　優

2. Travel award. Diagnosis and molecular 
basis of mitochondrial respiratory chain 
disorders in Japan；Exome sequencing 
for identifi cation of disease gene

The 4th Asian Congress for 
inherited Metabolic Dis-
eases（2015.3.19-22） 台
湾

志村　　優

3. 平成 27年度東京医科大学同窓会学術
奨励賞

小児期の心肺停止症例の
死因究明に関する疫学的
調査（2015.5.24）東京

森地振一郎

4. 平成 27年度佐々記念賞 Brain-derived neurotrophic 
factor and interleukin-6 
levels in the serum and 
cerebrospinal fl uid of chil-
dren with viral infection-

induced encephalopathy
（2015.5.30）東京

森地振一郎

5. 投稿論文奨励賞・投稿論文受賞講演 
Chronological changes in cerebral perfu-
sion and oxygenation parameters in pre-
term neonates measured using portable 
near-infrared time-resolved spectroscopy 
system

第 176回 東京医科大学
医学会総会 （2015.11.7）
東京

Nara S

6. JCRトラベルアワード，A novel mito-
chondrial tRNA modification due to 
QRSL1 mutations causes infantile mito-
chondrial disease

先 天 代 謝 異 常 学 会
（2015.11.12-14）大阪

志村　　優

B1. 教えてドクター Q&A HOKEN for family 222：7
（2015）

河島　尚志

2. インフォームド・コンセントとイン
フォームド・アセント

東京小児科医会報 33
（2）：1（2015）

河島　尚志

3. てんかんにおける日常生活 学校生活
の注意点と対処法

日本てんかん協会東京都
支部 てんかん講演会
（2015.1.25）東京

石田　　悠

4. けいれん けいれん重積を中心に 東京医科大学　368回ワ
ンポイントレクチャー
（2015.2.18）東京

山中　　岳

5. AHA　BLS講習会 AHA　BLS 講 習 会
（2015.2.23）東京

鈴木　俊輔

6. AHA　BLS講習会 AHA　BLS 講 習 会
（2015.3.19）東京

鈴木　俊輔

7. てんかんの原因，症状と対応 てんかん講座（2015.4.26）
東京（2015.4.28）東京

山中　　岳

8. γ-グロブリン製剤の作用機序と小児領
域の臨床応用

学術情報招聘勉強会
2015（2015.5.12）東京

河島　尚志
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9. AHA　BLS講習会 AHA　BLS 講 習 会
（2015.5.21）東京

鈴木　俊輔

10. 小児のてんかん －小児良性てんかん
の特徴・治療のポイント－

第 5回あさっての勉強会
（2015.6.10）東京

山中　　岳

11. 当院での周産期型低ホスファターゼ
症の経過と治験開始後の結果報告

アレクシオンファーマ社
講演（2015.6.15）東京

熊田　　篤

12. 頭痛で悩んでいる子供たちとそのご
両親へ－知っておきたい子供の頭
痛－

第 98回東京医科大学病
院 市 民 公 開 講 座
（2015.6.18）東京

山中　　岳

13. インフルエンザ脳症と急性脳炎・脳症 東京医科大学千葉同窓会
（2015.6.27）千葉

河島　尚志

14. 子どものセカンドオピニオン と も し び（2015.7.3-6）
日本てんかん協会東京都
支部（2015.7.3）東京

山中　　岳

15. 熱性けいれんの対応，ガイドライン
2015

第 7回八王子医療セン
ターてんかんカンファレ
ンス（2015.7.22）東京

牛尾　方信

16. インフルエンザからみた医療の進歩 医師を目指す中高生と保
護者のための講演会
（2015.8.6）東京

河島　尚志

17. 第 2 回 Sedation Essence in Children 
Under Regulated Environment（Secure）
コース開催 日本小児科学会安全委員
会主催

第 2 回 Sedation Essence 
in Children Under Regu-
l a t e d  E n v i r o n m e n t
（Secure） コ ー ス
（2015.8.14）神戸

山中　　岳

18. 日本周産期・新生児医学会公認　新生
児蘇生法「専門」コース（Aコース）
講習会

2015厚生中央病院 新生
児 蘇 生 法 講 習 会
（2015.8.29）東京

菅波　佑介

19. AHA　BLS講習会 AHA　BLS 講 習 会
（2015.9.10）東京

鈴木　俊輔

20. 体とこころの通信簿 朝日新聞夕刊（2015.9.14） 西亦　繁雄
21. J. Kiffi  n Penry Neurostimulation for Epi-

lepsy Program
Graylyn International Con-
ference Center in Winston
－Salem（2015.10.2-4）
North Carolina

山中　　岳

22. 日本周産期・新生児医学会公認　新生
児蘇生法「専門」コース（Aコース）
講習会

2015年度 第 1回 東京医
科大学病院 新生児蘇生
法 講 習 会（2015.11.21）
東京

奈良昇乃助

23. 日本周産期・新生児医学会公認　新生
児蘇生法 2015年度版アップデート講
習会

2015年度 第 1回 東京医
科大学病院 新生児蘇生
法 2015年度版アップ
デ ー ト 講 習 会
（2015.11.21）東京

奈良昇乃助
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皮 膚 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　皮膚科に特有な疾患を理解できるとともに，全身疾患に伴って認められる皮膚症状を見逃さないようにする。研

修医教育では皮膚科的知識・技術だけでなく全人的教育を行って専門医の取得を目指す。
「現 状 説 明」　学部教育では，3年生の臨床医学 Iの系統講義は独自の「皮膚科テキスト」を毎年作成し授業に活用している。

また，e-learningにも対応した授業と評価も行っている。5年生では外来実習を中心に，病歴や理学的所見をと
らせ，診断や治療の進め方について学生自身に考えさせる教育を実践している。最終日には筆記・口頭両試験を
実施している。6学年の選択実習が 1か月単位で 4回に拡大された。皮膚科では 4名ずつフルに参加があった。

「点検・評価」　臨床実習に対する学生の満足度調査では高評価を得ている。選択実習も感想記を読む限り満足度は高いようだ。
6年生の選択実習は有意義ではあるが，国試対策の時間が少なくなり学生が大変そうだ。4名の専門医と 1名の
学位取得者が誕生した。

「改 善 方 策」　臨床実習は 1週間であり，途中に祭日が入ると教育できる日数は 4日間に限られる。できれば 2週間の実習を望
む。また，臨床医学 Iでは皮膚科の系統講義が内科の前にあり，学生は理解しづらいと思う。さらに，臨床実習
では講義が 1年半前のため，ほとんど皮膚科の内容を忘れてしまっている。今後のカリキュラム編成において改
善を望む。選択実習では研修医的な病棟の仕事だけでなく，国家試験用の自習もさせている。

【研究】
「到 達 目 標」　医局員は症例報告や症例を集積した臨床研究ができる。大学院生は少なくとも基礎医学分野の研究を最低 2年間

は行って基礎医学研究の技術と思考方法を身につける。
「現 状 説 明」　英語論文を 28編発表した。大学院生 沼田貴史が医学研究科を 3年間で修了することができた。英語論文も 7報

執筆している。再生医療新法に基づいた医師主導型臨床試験を資生堂と進めるべく準備を行っている。内容は壮
年性脱毛症に対する培養細胞治療である。科学研究費補助金基盤研究 Cを 4件と若手研究 Bを 1件を維持し，
厚労科研など分担研究が 2件。最近，奨学寄附金の総額が減少している。

「点検・評価」　 症例報告の占める割合が多いが，基礎論文も発表することができた。今後，研究室独自の研究の推進のためには，
さらに人的資源と研究費が必要である。

「改 善 方 策」　大学院生が少なく，研究を志向する研修医を集めることが重要である。今後も外部との共同研究を大切にしてい
きたい。

【診療】
「到 達 目 標」　皮膚悪性腫瘍，乾癬，膠原病，水疱症などの重篤な疾患を中心に，高度急性期医療を担う医療機関として皮膚疾

患を入院治療できる。アトピー性皮膚炎，ざ瘡，脱毛症などのありふれた疾患も外来で診療できる。
「現 状 説 明」　平成 27年度の当科外来実績は延べ外来患者数が 51,867人，初診患者数 6,365人，一日平均患者数 191人であった。

入院患者数は 463人で，昨年より 6%減少し，内容としては悪性腫瘍，感染症が多かった。血管肉腫，悪性黒色
腫など悪性度の高い腫瘍が多く，新しい分子標的薬も多く使っている。

「点検・評価」　病態についてわかりやすく患者に説明し，治療方法の決定はガイドラインに準拠し，患者の希望も入れるように
努力している。少ないベッド数（13床）を効率よく利用している。悪性腫瘍の患者数は都内の病院の中でも有
数であるが，中央手術室の手術枠が足りない。

「改 善 方 策」　在院日数を短くして，ベットの回転を速くする。逆紹介など病診連携をさらに密にして外来再診患者を減らす努
力が必要である。手術枠は定時以外を獲得できるように努力する。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　皮膚疾患の診断や治療について社会への認知度を高めることを目標とする。
「現 状 説 明」　乾癬，脱毛症，再生医療などを中心に新聞・雑誌の取材に応じ，広報活動に努めた。また，地区医師会の講演会

などで講演した。脱毛症や乾癬の患者の会の活動を支援した。
「点検・評価」　目に見える疾患なので，それによる患者の QOLの低下が著しい。逆に治療やマスキングが効果を上げれば QOL

の改善も顕著である。
「改 善 方 策」　疾患ごとに患者支援の輪をさらに広げるべく努力するつもりである。

I.　著書
1. 発疹 日本医事新報，今日読ん

で明日からできる診断推
論，193-206, 2015

梅林　芳弘
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2. 円形脱毛症 医学書院，今日の診断指
針，1651-1652, 2015

坪井　良治（編：金澤　一郎*，永井　良三*）

3. 掌蹠膿疱症に VD3は有効か ? 中外医学社，EBM皮膚
疾患の治療 up-to-date, 
140-143, 2015

大久保ゆかり（編：宮地　良樹*）

4. アレルギー疾患「アトピー性皮膚炎」 中外医学社，内科外来処
方 Navi, 194, 2015

川内　康弘（編：水谷　太郎*）

5. 滴状乾癬 南江堂，皮膚疾患最新の
治 療 2015-2016, 139, 
2015

川内　康弘（編：渡辺　晋一*，古川　福美*）

6. 生物学的製剤 医薬ジャーナル社，イン
フォームドコンセントの
ための図説シリーズ乾
癬，87-95, 2015

大久保ゆかり（編：中川　秀己*）

7. 壊死性筋膜炎 医学書院，今日の治療指
針 2015, 1168-1169, 2015

梅林　芳弘（編：福井　次夫*ほか）

8. ERでみる発疹 羊土社，ER実践ハンド
ブック，312-314, 2015

加藤　雪彦（編：樫山　鉄也*，清水　敬樹*）

9. ERでみる皮膚感染症とその周辺 羊土社，ER実践ハンド
ブック，315-318, 2015

加藤　雪彦（編：樫山　鉄也*，清水　敬樹*）

10. 薬疹 羊土社，ER実践ハンド
ブック，319-320, 2015

加藤　雪彦（編：樫山　鉄也*，清水　敬樹*）

11. 蕁麻疹・そのほか 羊土社，ER実践ハンド
ブック，321, 2015

加藤　雪彦（編：樫山　鉄也*，清水　敬樹*）

12. 皮膚科用薬 羊土社，ER実践ハンド
ブック，593-595, 2015

加藤　雪彦（編：樫山　鉄也*，清水　敬樹*）

13. HIV感染症 AIDS 南江堂，皮膚疾患最新の
治療 2015-2016, 189-191, 
2015

加藤　雪彦（編：渡辺　晋一*，古川　福美*）

14. 脂漏性皮膚炎に抗真菌薬はどこまで
有効か ?

中外医学社，EBM皮膚
疾患の治療 up-to-date, 
37-41, 2015

齋藤万寿吉，齋藤　磨美，坪井　良治
（編：宮地　良樹*）

15. 白斑に VD3は有用か ? 中外医学社，EBM皮膚
疾患の治療 up-to-date, 
185-189, 2015

川口　敦子，三橋善比古（編：宮地　良樹*）

II.　学術論文
A1. Angiosarcoma of the scalp in a patient 

with systemic sclerosis
J Dermatol 42：102-104, 
2015（IF=1.577）

Kubota N*,  Fujisawa Y*,  Nakamura Y*,  Tanaka R*,  Saito 
A*,  Maruyama H*,  Ishii Y*,  Furuta J*,  Kawachi Y,  Fuji-
moto M*

2. Exploration of a standard treatment for 
Buruli ulcer through a comprehensive 
analysis of all cases diagnosed in Japan

J Dermatol 42：588-595, 
2015（IF=1.577）

Sugawara M*,  Ishii N*,  Nakanaga K*,  Suzuki K*,  Ume-
bayashi Y,  Makigami K*,  Aihara M*

3. A case of IgG4-related syndrome present-
ing with a fi broma molle-like nodule

Int J Dermatol 54：163-

165, 2015（IF=1.415）
Harada K,  Yamaguchi M*,  Kawamura T*,  Shibagaki N*,  
Shimada S*

4. Ingrown nail with a giant granulation tis-
sue successfully treated with the gutter 
method

Int J Dermatol 54：191-

192, 2015（IF=1.415）
Harada K,  Yamaguchi M*,  Matsuzawa M*,  Shimada S*

5. Linear IgA/IgG bullous dermatosis reacts 
with multiple laminins and integrins

Eur J Dermatol 25：418-

423, 2015（IF=1.99）
Li X*,  Tsuchisaka A*,  Qian H*,  Teye K*,  Ishii N*,  Sogame 
R*,  Harada K, 他 5名
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6. Case of folliculotropic mycosis fungoides 
with prominent loss of T-cell antigens 
CD7 and CD26 in blood T cells

J Dermatol 42：108-109, 
2015（IF=1.577）

Matsuzawa T*,  Inozume T*,  Takaki M*,  Harada K,  
Kawamura T*,  Shibagaki N*,  Shimada S*

7. Non-occlusive mesenteric ischemia after 
chemotherapy for metastatic melanoma

J Dermatol 42：105-106, 
2015（IF=1.577）

Matsuzawa M*,  Harada K,  Hosomura N*,  Amemiya H*,  
Ando N*,  Inozume T*,  Kawamura T*,  Shibagaki N*,  Shi-
mada S*

8. Family with Legius syndrome（neurofi bro-
matosis type 1-like syndrome）

J Dermatol 42：703-705, 
2015（IF=1.577）

Sakai N,  Maeda T,  Kawakami H,  Uchiyama M,  Harada 
K,  Tsuboi R,  Mitsuhashi Y

9. Multiple halo nevi subsequent to a short 
period of sunbathing

J Dermatol 42：543-544, 
2015（IF=1.577）

Kawaguchi A,  Yamamoto T*,  Okubo Y,  Mitsuhashi Y,  
Tsuboi R

10. Perioperative management of tumor 
necrosis factor-alpha blocker-treated pso-
riatic patients：Case reports and review

J Dermatol 42：1-4, 2015
（IF=1.577）

Kawakami H,  Matsumoto Y*,  Abe N,  Katori Y*,  Taka-
hashi K*,  Tsuboi R,  Okubo Y

11. Effi  cacy of adalimumab and methotrexate 
combination therapy on generalized pus-
tular psoriasis patients unresponsive to 
infl iximab monotherapy due to anti-infl ix-
imab antibody development

J Dermatol 42：94-95, 
2015（IF=1.577）

Kawakami H,  Maeda T,  Abe N,  Matsumoto Y*,  Mitsu-
hashi Y,  Tsuboi R,  Okubo Y

12. A case of contact urticaria inducing ana-
phylaxis due to Liliaceae vegetables in a 
hand eczema patient

Allergol Int 64：211-213, 
2015（IF=2.355）

Kobayashi T,  Ito T,  Egusa C,  Maeda T,  Numata T,  
Okubo Y,  Tsuboi R

13. Eighteen cases of wheat allergy and 
wheat-dependent exercise-induced urti-
caria/anaphylaxis sensitized by hydro-
lyzed wheat protein in soap

Int J Dermatol 54：302-

305, 2015（IF=1.415）
Kobayashi T,  Ito T,  Kawakami H,  Fujishiro K,  Hirano 
H,  Okubo Y,  Tsuboi R

14. A case of recurrent facial herpes simplex 
mimicking hydroa vacciniforme

Int J Dermatol 54：84-85, 
2015（IF=1.415）

Uchiyama M,  Tsuboi R,  Kusunoki T*

15. Anti-BP180-type oral mucous membrane 
pemphigoid reactive to both NC16a and 
C-terminal domains

Indian J Dermatol 81：
637-639, 2015（IF=1.387）

Uchiyama M,  Mitsuhashi Y,  Tsuboi R,  Ishii N*,  Ha ya-
kawa T*,  Yasukochi A*,  Hashimoto T*

16. Late-onset neurofi bromatosis revealing 
NF1 mutation

J Dermatol 42：104-105, 
2015（IF=1.577）

Uchiyama M,  Sakai N,  Maeda T,  Tsuboi R,  Mitsuhashi 
Y

17. Could retinoids be a potential treatment 
for rheumatic diseases?

Rheumatol Int 35：35-41, 
2015（IF=1.516）

Miyabe Y*,  Miyabe C,  Nanki T*

18. Topical combination therapy with vitamin 
D3 and corticosteroid ointment for palmo-
plantar pustulosis：A prospective, ran-
domized, left-right comparison study

J Dermatol Treat 25：1-3, 
2015（IF=1.669）

Muro M,  Kawakami H,  Matsumoto Y*,  Abe N,  Tsuboi R,  
Okubo Y

19. Interstitial granulomatous dermatitis with 
prominent neutrophil infi ltration

Int J Dermatol 55：118-

120, 2015（IF=1.415）
Kato Y,  Harada K,  Mitsuhashi Y,  Tsuboi R

20. Allergic contact dermatitis caused by ada-
palene

Contact Dermatitis 73：
187-188, 2015（IF=3.747）

Numata T,  Jo R,  Kobayashi Y,  Tsuboi R,  Okubo Y

21. Two cases of allergic contact dermatitis 
due to skin-whitening cosmetics

Allergol Int 64：194-195, 
2015（IF=2.355）

Numata T,  Kobayashi Y,  Ito T,  Harada K,  Tsuboi R,  
Okubo Y

22. Adult case of Langerhans cell histiocyto-
sis

J Dermatol 42：107-108, 
2015（IF=1.577）

Numata T,  Okubo Y,  Uchiyama M,  Takeuchi Y,  Muro 
M,  Tsuboi R,  Gotoh A*,  Nomura M*,  Mitsuhashi Y

23. A case of oral allergy syndrome due to 
star fruit sensitized from atopic hands

Allergol Int 64：393-395, 
2015（IF=2.355）

Numata T,  Ito T,  Egusa C,  Kobayashi Y,  Maeda T,  
Tsuboi R

24. Viral wart on the nipple showing height-
ened FDG uptake

Eur J Dermatol 25：197-

198, 2015（IF=1.99）
Kiriyama N,  Kato Y,  Mitsuhashi Y,  Tsuboi R

25. Occurrence of Arthroderma benhamiae 
genotype in Japan

Mycopathologia 179：
219-223, 2015（IF=1.528）

Hiruma J,  Kano R*,  Harada K,  Monod M*,  Hiruma M*,  
Hasegawa A*,  Tsuboi R
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26. Hair follicle nevus with sebaceous hyper-
plasia：A dermoscopic observation

Case Rep Dermatol 7：
358-362, 2015

Harada K,  Kato Y,  Kato Y,  Tsuboi R

27. IL-33 promotes MHC class II expression 
in murine mast cells

Immun Infl amm Dis 3：
196-208, 2015

Ito T,  Egusa C,  Maeda T,  Numata T,  Nakano N*,  Nishi-
yama C*,  Tsuboi R

28. Erythema dyschronicum perstans：Identi-
cal to Ashy dematosis or not?

Case Rep Dermatol 7：
146-150, 2015

Numata T,  Harada K,  Tsuboi R,  Mitsuhashi Y

29. bFGFを投与したマウス皮膚欠損創に
おける S100A9蛋白の発現

皮の科 13：7-11, 2015 川口　敦子，前田　龍郎，田中（山本）真実，
日比野利彦*，原田　和俊，坪井　良治

30. 当科における過去 3年間の掌蹠膿疱症
111例の統計学的検討

日 皮 会 誌 125：1775-

1782, 2015
藤城　幹山，坪井　良治，大久保ゆかり

B1. Malassezia species and their associated 
skin diseases

J Dermatol 42：250-257, 
2015（IF=1.577）

Harada K,  Saito M,  Sugita T*,  Tsuboi R

2. Trichophyton tonsurans infection in 
Japan：Epidemiology, clinical features, 
diagnosis and infection control

J Dermatol 42：245-249, 
2015（IF=1.577）

Hiruma J,  Ogawa Y*,  Hiruma M*

3. 原因遺伝子 NF2 日臨 73：370-374, 2015 川内　康弘
4. 症候群：Tuberous sclerosis complex（結
節性硬化症）

日臨 73：230-234, 2015 川内　康弘

5. 皮膚の酸化ストレス 東 医 大 誌 73：244-251, 
2015

川内　康弘

6. 若手医師のキャリア形成の障壁と支
援

日 医 雑 誌 144：1465-

1470, 2015
檀　　直彰*，小島原典子*，赤羽　晃寿*，大久保ゆかり，
他 8名

7. 皮膚悪性腫瘍ガイドライン第 2版 日皮会誌 125：5-75, 2015 土田　哲也*，古賀　弘志*，宇原　　久*，清原　隆宏*，
竹之内辰也*，安齋　眞一*，梅林　芳弘，他 11名

8. 実地内科医の診療と専門医との連携
の実際と留意点 皮膚科疾患 アトピー
性皮膚炎

Med Pract 32：1317-1324, 
2015

梅林　芳弘

9. 創傷に対する外用薬 皮膚潰瘍治療用
外用薬

医 事 新 報 4760：37-44, 
2015

梅林　芳弘

10. 感染症に対する外用薬 抗真菌外用薬，
その他

医 事 新 報 4760：30-36, 
2015

梅林　芳弘

11. アレルギーに対する外用薬 ステロイ
ド外用薬

医 事 新 報 4760：20-29, 
2015

梅林　芳弘

12. 皮膚病変のみかた Mebio 32：4-12, 2015 梅林　芳弘
13. アトピー性皮膚炎の診断と鑑別疾患 Mebio 32：44-50, 2015 梅林　芳弘
14. 皮疹のみかた 整 ･ 災外 58：1525-1532, 

2015
梅林　芳弘

15. 皮膚科医の頭の中はこんな感じ！ レジデントノート 17：
2552-2560, 2015

梅林　芳弘

16. 四肢の痒い発疹 レジデントノート 17：
2561-2564, 2015

梅林　芳弘

17. 下肢の痒い発疹 レジデントノート 17：
2565-2568, 2015

梅林　芳弘

18. 全身の痒い発疹 レジデントノート 17：
2569-2572, 2015

梅林　芳弘

19. 手の発疹 レジデントノート 17：
2573-2576, 2015

梅林　芳弘

20. 腕の結節 レジデントノート 17：
2577-2580, 2015

梅林　芳弘

21. 薬疹の診断と治療 日 レ 病 会 誌 6：14-19, 
2015

原田　和俊
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22. 山梨大学皮膚科爪外来における巻き
爪・陥入爪の治療

日臨皮医誌 32：23-27, 
2015

原田　和俊

23. 皮膚リンパ腫の分子標的治療 医 と 薬 学 72：241-245, 
2015

加藤　雪彦

24. 遺伝性母斑症（神経皮膚症候群 neuro-
cutaneous syndrome） Clinical Findings 
色素失調症

臨画像 31：86-88, 2015 堺　　則康

25. 両側腋窩乳房外 Paget病の 1例 皮膚臨床 57：1142-1145, 
2015

松岡　保子*，安齋　眞一*，川名　誠司*，堺　　則康

26. 東京医大皮膚科における神経線維腫
症の遺伝カウンセリング

日 レ 病 会 誌 6：53-57, 
2015

堺　　則康，川上　　洋，内山　真樹，前田　龍郎，
西脇　　薫，坪井　良治，三橋善比古

27. HIVと梅毒，特集 皮膚と微生物 PROGRESS IN MEDI-
CINE 12：51-55, 2015

齋藤万寿吉

28. カポジ肉腫 医 と 薬 学 72：229-234, 
2015

齋藤万寿吉

29. 腰臀部の巨大神経線維腫の手術法に
ついて

日 レ 病 会 誌 6：46-49, 
2015

入澤　亮吉，新井　　崇，前　賢一郎，白井　浩平，
原田　和俊，坪井　良治，齋藤　和博，林　　礼人，
三橋善比古

30. 皮膚軟部腫瘍に対する診察のポイン
ト

P E PA R S  1 0 0：1 5-2 2 , 
2015

入澤　亮吉，三橋善比古

31. 潰瘍の病態と治療：慢性皮膚創傷での
外用薬の選び方と使い分け

Derma 226：29-37, 2015 入澤　亮吉

32. レックリングハウゼン病が疑われた
症例に対する眼科的検査の意義と連
携について

日 レ 病 会 誌 6：72-75, 
2015

川上　　洋，堺　　則康，西脇　　薫，内山　真樹，
前田　龍郎，坪井　良治，三橋善比古，後藤　　浩*

33. 原発性瘢痕性脱毛症のマネジメント
のノウハウ

J Visual Dermatol 14：
1250-1254, 2015

内山　真樹

34. 急速進行型円形脱毛症患者の予後に
関する統計学的解析

皮 病 診 療 37：391-396, 
2015

内山　真樹，江草　智津，保母　彩子，入澤　亮吉，
山崎　正視，坪井　良治

35. アトピー性皮膚炎における S100A8/A9
と新規レセプターの役割解明

アレルギーの臨 35：958-

961, 2015
山本　真実

C1. 悪性黒色腫に類似した脂漏性角化症 日臨皮会誌 32：90-91, 
2015

佐藤　俊次*，坪井　良治

2. セフジトレンピボキシルで感作され
たと考えられ，セフトリアキソンナト
リウムでアナフィラキシーを生じた 1
例

J Environ Dermatol Cutan 
Allergol 9：239-249, 2015

齊藤　明允*，古田　淳一*，中村　貴之*，沖山奈緒子*，
川内　康弘，大塚　藤男*，藤本　　学*

3. 超硬合金破片による implantation der-
matosis

皮膚臨床 57：1904-1908, 
2015

井上　紗惠*，市川　栄子*，久保田典子*，藤澤　康弘*，
川内　康弘，藤本　　学*

4. レボフロキサシンが有効であった皮
膚 Mycobacterium marinum感染症の 1
例

皮膚臨床 56：1982-1985, 
2015

齊藤　明允*，古田　淳一*，中村　貴之*，石井　良征*，
川内　康弘，大塚　藤男*

5. 診断に苦慮した悪性関節リウマチ（第
442回東京医科大学臨床懇話会）

東 医 大 誌 73：157-163, 
2015

長谷　哲男，紙谷　結衣，青木　昭子*

6. 皮膚潰瘍を呈し診断に苦慮した悪性
関節リウマチの 1例

臨皮 69：1015-1020, 2015 紙谷　祐衣，平山　真帆，岸田　功典，林　　和人，
長谷　哲男，青木　昭子*，横内麻里子*

7. Angiomyofi broblastoma of the vulvaの 1
例

皮膚臨床 57：1870-1873, 
2015

石河　軌久*，赤間　智範*，能登　　舞*，山川　岳洋*，
真鍋　　求*，梅林　芳弘

8. 海綿型血管平滑筋腫の 1例 皮膚臨床 57：1858-1859, 
2015

円山　尚子*，赤間　智範*，真鍋　　求*，梅林　芳弘

9. 幼少期に発症した Bednar腫瘍の 1例 皮膚臨床 57：1842-1845, 
2015

円山　尚子*，石河　軌久*，能登　　舞*，加藤　真紀*，
赤間　智範*，真鍋　　求*，安齋　眞一*，梅林　芳弘
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10. 蕁麻疹が持続し，血清 TARC/CCL17
値が上昇したまま推移している non-

episodic angioedema with eosinophiliaの
1例

皮膚臨床 57：1701-1704, 
2015

豊島　あや*，横井　　彩*，真鍋　　求*，梅林　芳弘

11. 骨形成を伴った悪性黒色腫の 1例 皮膚臨床 57：1669-1672, 
2015

長井　拓哉*，能登　　舞*，山田　勝裕*，山川　岳洋*，
真鍋　　求*，梅林　芳弘

12. 甲状腺癌の遅発性皮膚転移の 2例 皮 膚 臨 床 57：563-566, 
2015

横井　　彩*，眞鍋　　求*，梅林　芳弘

13. discrete papular mucinosisの 1例 皮 膚 臨 床 57：262-263, 
2015

円山　尚子*，赤間　智範*，真鍋　　求*，梅林　芳弘

14. 頸部リンパ節生検により診断し得た
症例

東医大誌 73：55-64, 2015 原田　和俊，川口　敦子，西村　浩輔*，金高　秀和*，
中村　　造*

15. 加水分解コムギ含有石鹸使用による
小麦アレルギー

皮病診療 37：71-74, 2015 小林　知子，伊藤　友章，大久保ゆかり，坪井　良治

16. Lichen aureus zosteriformisの 1例 皮膚臨床 57：1796-1797, 
2015

小林　祐子，原田　和俊，坪井　良治，三橋善比古，
濱崎　せり*

17. 局所免疫療法後に塗布部に生じた白
斑の 2例

皮病診療 37：75-78, 2015 小林　知子，入澤　亮吉，樋口　恵里*，三橋善比古，
坪井　良治

18. 著明な骨破壊を伴った多発痛風結節
の 1例

皮 膚 臨 床 57：289-293, 
2015

西脇　　薫，神崎　温子，石黒　匡史*，坪井　良治，
山崎　正視

19. 円板状エリテマトーデスによる頭部
瘢痕性脱毛症

皮 病 診 療 37：341-344, 
2015

神田　泰洋，川内　康弘，大井　綱郎

20. 種痘様水疱症様の皮疹を呈した再発
性単純疱疹

皮 病 診 療 37：845-848, 
2015

福長　美幸，内山　真樹，楠　　俊雄*，原田　和俊，
坪井　良治

21. Brunsting-Perry型瘢痕性類天疱瘡 皮 病 診 療 37：181-194, 
2015

福長　美幸，内山　真樹，佐藤　俊次*，福田　俊平*，
橋本　　隆*，坪井　良治，三橋善比古

22. Merkel細胞癌の 1例 皮膚臨床 57：1759-1762, 
2015

平山　真帆，紙谷　祐衣，桐山　徳子，岸田　功典，
林　　和人，石澤真知子*，長谷　哲男

III.　学術刊行物
B1. 瘢痕性脱毛症のマネジメント マルホ皮膚科セミナー 

236：19-22, 2015
坪井　良治

2.「慢性色素紫斑」と診断されました NHK出版，きょうの健
康，118, 2015

坪井　良治

3. 女性医師キャリア支援について 医学振興 第 80号，7-27, 
2015

大久保ゆかり

4. 東京医大 3病院の発展を目指して 東医新聞 511：2, 2015 坪井　良治
5. はげるのはなぜ ? 毎 日 小 学 生 新 聞 4, 

2015.3.1
坪井　良治

6. 抜け毛や白髪はなぜ起きる ? 読売新聞 8, 2015.5.2 坪井　良治
7. 脚にできたあざ 治療法は 東京新聞 18, 2015.5.19 坪井　良治
8. Let's 水虫治療 岩城製薬株式会社 リー

フレット，2015.5.1
坪井　良治

9. 髪の悩みにお答えします ミノキシジ
ルは効果あり！

GENKI2015 夏（第一生
命 健 康 保 険 組 合 ），
2015.6.1

坪井　良治

10. 秋こそ正しい手入れ 日 本 農 業 新 聞 14, 
2015.9.8

坪井　良治

11. 手のひら，足の裏皮疹注意 掌蹠膿疱
症

河北新報 20, 2015.2.4 大久保ゆかり
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12. 医科系大学の女性研究者が研究活動
を継続する難しさに挑戦

女性研究者研究活動支援
事業 活動のあゆみ：23, 
2015.3.1

大久保ゆかり

13. 医師・学生・研究者支援センター 平
成 26年度活動報告と今年度の目標

東医大報 579：18, 2015 大久保ゆかり

14. 夏の皮膚炎 汗に含まれる金属が原因
かも

朝日新聞 5, 2015.6.15 大久保ゆかり

15. 女医さん，諦めないで！時事ドットコ
ム

URL：http：//www.jiji.com/jc/
v4?id=201509womandoctor
0003（2015.8.1）

大久保ゆかり

16.「乾癬」の最新情報を知り正しい治療
でよりよい暮らしに

リビング東京東 1909：5, 
2015.8.22

大久保ゆかり

17. 乾癬の治療 生物学的製剤 高い効果 読売新聞：3, 2015.9.17 大久保ゆかり
18. 知って得する！新名医の最新治療 乾
癬

週 刊 朝 日：85-87, 
2015.10.30

大久保ゆかり

19. 第 51回医科学フォーラム 東医大誌 73：388-389, 
2015

持田　澄子，大久保ゆかり

20. 新名医の最新治療 2016 乾癬 週刊朝日 MOOK：222-

224, 2015
大久保ゆかり

21. 臨床研究・教育研修センターについて お に が わ ら 第 110, 
2015.6.30

加藤　雪彦

22. 文科省研究機関の指定をいただいて お に が わ ら 第 112, 
2015.11.30

加藤　雪彦

23. 臀部有棘細胞癌の一例 連携ニュース 第 20号，
2015.3.1

神崎　綾乃，加藤　雪彦

24. なぜ食と体を整えれば，前向きになれ
るのか ? エピジェネティクスを利用し
たアンチエイジング

メディカルトリビューン
社，2015

加藤　雪彦

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Psoriasis treatment in Japan Tofacitinib Psoriasis Asia 

Pacific Advisory Board
（2015.9.27）Hong Kong, 

China

Okubo Y

B1. Clinical analysis of severe drug eruption 
complicated with tuberculosis

12th European Academy of 
Dermatology and Venere-
o l o g y（ 2 0 1 5 . 3 . 5-8）
Valencia, Spain

Kato Y,  Kanda Y,  Shirai K,  Arai T,  Nakasu M*,  Kitazima 
T*

2. Eff ects of IL-6 signaling blockade on the 
peripheral blood Th1, Th17, and regula-
tory T cell responses in giant cell arteritis

The 17th International Vas-
culitis & ANCA Workshop
（2015.4.19-22）London, 

UK

Miyabe C,  Strle K*,  Miyabe Y*,  Stone JH*,  Luster AD*,  
Unizony S*

3. In vitro antifungal activity of luliconazole 
against pathogenic fungi causing tinea 
pedis and onychomycosis

19th Congress of the Inter-
national Society for Human 
and Animal Mycology
（2015.5.4-8）Melbourne, 

Australia

Nanjo Y*,  Koga H*,  Toga T*,  Makimura K*,  Watanabe S*,  
Tsuboi R

4. Epidermis-specific mesotrypsin is 
involved in corneocyte desquamation and 
is regulated by an intrinsic inhibitor, ser-
pin B12

The 74th Annual Meeting 
of the Society for Investi-
g a t i v e  D e r m a t o l o g y
（2015.5.6-9）Atlanta, GA

Miyai M*,  Yamanishi H*,  Matsumoto Y*,  Yamamoto M,  
Hachiya Y*,  Tsuboi R,  Hibino T*
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5. A study evaluating adverse events of 
intralesional triamcinolone acetonide 
injection for alopecia areata

23rd World Congress of 
Dermatology（2015.6.8）
Vancouver, Canada

Uchiyama M,  Irisawa R,  Harada K,  Tsuboi R

6. Tocilizumab enhances regulatory T cell 
activation and proliferation in giant cell 
arteritis

European League Against 
Rheumatism Annual Con-
g r e s s（2 0 1 5 . 6 . 1 0-1 3）
Rome, Italy

Miyabe C,  Strle K*,  Miyabe Y*,  Stone JH*,  Luster AD*,  
Unizony S*

7. S100A8/A9 induces skin infl ammation 
and keratinocyte proliferation via neuro-
plastin-beta/EMMPRIN heterodimer 
receptor in atopic dermatitis

The 45th Annual Meeting 
of the European Society for 
Dermatological Research
（2015.9.9-12）Rotterdam, 
The Netherlands

Miyai M*,  Sakaguchi M*,  Yamamoto-Tanaka M,  Maeda T,  
Hiruma J,  Tsuboi R,  Hibino T*

8. S100A8 promoted Th1-related gene 
expression and S100A9 induced Th2 dif-
ferentiation via activation of GATA-3

The 45th Annual Meeting 
of the European Society for 
Dermatological Research
（2015.9.9-12）Rotterdam, 
The Netherlands

Hibino T*,  Miyai M*,  Nakajima S*,  Yamamoto-Tanaka M,  
Maeda T,  Sakaguchi M*,  Kabashima K*,  Tsuboi R

9. Therapeutic attempts of granulocyte /
monocyte adsorption apheresis between 
or while suspending biological agents in 
three patients with generalized pustular 
psoriasis

24th European Academy of 
Dermatology and Venere-
o l o g y  C o n g r e s s
（2015.10.7-11）Copenha-
gen, Danmark

Kawakami H,  Fujishiro K,  Wakamatsu K,  Matsumoto Y,  
Tsuboi R,  Okubo Y

10. Topical combination therapy with vitamin 
D3 and corticosteroid ointment for palmo-
plantar pustulosis：A prospective, ran-
domized, left-right-comparison study

24th European Academy of 
Dermatology and Venere-
o l o g y  C o n g r e s s
（2015.10.7-11）Copenha-
gen, Danmark

Okubo Y,  Muro M,  Kawakami H,  Matsumoto Y*,  Abe N,  
Tsuboi R

11. Tocilizumab enhances regulatory T cell 
activation and proliferation in giant cell 
arteritis

Annual Meeting of Ameri-
can College of Rheumatol-
ogy（2015.11.6-11）San 
Francisco, CA

Miyabe C,  Strle K*,  Miyabe Y*,  Stone JH*,  Luster AD*,  
Unizony S*

12. Cosmetic utility of topical minoxidil for 
congenital hypotrichosis

9th World Congress for 
H a i r  R e s e a r c h
（2015.11.18）Miami, FL

Uchiyama M,  Fukunaga M,  Harada K,  Shimomura Y*,  
Tsuboi R

13. Stem cell factor inhibited MHC class II 
expression in IL-33-treated mast cells

The 40th Annual Meeting 
of the Japanese Society for 
Investigative Dermatology
（2015.12.11）Okayama

Ito T,  Egusa C,  Maeda T,  Numata T,  Nakano N*,  Nishi-
yama C*,  Tsuboi R

14. Analysis of domain structure ?function 
relationship in NOD-like receptor family 
members

The 40th Annual Meeting 
of the Japanese Society for 
Investigative Dermatology
（2015.12.11）Okayama

Hiruma J,  Miyai M*,  Yamamoto-Tanaka M,  Tsuboi R,  
Hibino T*

15. NOD2 infl ammasome is up-regulated in 
the skin with atopic dermatitis

The 40th Annual Meeting 
of the Japanese Society for 
Investigative Dermatology
（2015.12.11）Okayama

Miyai M*,  Yamamoto-Tanaka M,  Sawane M*,  Yamanishi 
H*,  Sakaguchi M*,  Tsuboi R,  Hibino T*

16. Mechanism of S100A9 induction in the 
skin with atopic dermatitis-involvement 
of NOD2 infl ammasome activation

The 40th Annual Meeting 
of the Japanese Society for 
Investigative Dermatology
（2015.12.11）Okayama

Yamamoto-Tanaka M,  Miyai M*,  Sawane M*,  Yamanishi 
H*,  Sakaguchi M*,  Tsuboi R,  Hibino T*
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17. IL-33 promotes ICAM-1 expression via 
NF-kB in murine mast cells

The 40th Annual Meeting 
of the Japanese Society for 
Investigative Dermatology
（2015.12.11）Okayama

Numata T,  Ito T,  Maeda T,  Egusa C,  Tsuboi R

18. Co-blockade of TIGIT and PD-1 signals 
in tumor-infi ltrating cytotoxic T lympho-
cytes in an eff ective anti-melanoma ther-
apy

The 40th Annual Meeting 
of the Japanese Society for 
Investigative Dermatology
（2015.12.11）Okayama

Inozume T*,  Yaguchi T*,  Furuta J*,  Harada K,  Kawakami 
Y*,  Shimada S*

国内学会
A1. 若い医師がキャリアを継続するため
に必要な支援とは ?

病院管理職・指導的立場
の先生方へ そして若い
医師・医学生の皆様へ
（2015.1.20）和歌山

大久保ゆかり

2. リンパ腫の治療について 第 12回西新宿皮膚科研
究会（2015.2.1）東京

長谷　哲男

3. ウンナ母斑は再び出現するか 新宿新都心皮膚科研究
会：三橋善比古先生を偲
んで（2015.2.1）東京

内山　真樹

4. 乾癬患者の QOL向上を目指した治療
とその工夫～生物学的製剤時代を迎
えて～

埼玉西部地区乾癬セミ
ナー（2015.2.5）さいた
ま

大久保ゆかり

5. 東京医科大学における女性医師支援
に対する取り組みについて

平成 25年度文部科学省
未来医療研究人材養成拠
点形成事業（2015.2.7）
東京

大久保ゆかり

6. ロングパルスアレキサンドライト
レーザーと Qアレックを用いた美容
皮膚科治療

Candela Laser Academy in 
札幌（2015.2.15）札幌

乃木田俊辰

7. 脱毛症治療のアップデート 第 78回日本皮膚科学会
東 京 支 部 学 術 大 会
（2015.2.21）東京

坪井　良治

8. 生物学的製剤の登場による乾癬治療
ゴールの変化～患者の立場に立った
治療満足度とは～

第 78回日本皮膚科学会
東 京 支 部 学 術 大 会
（2015.2.22）東京

大久保ゆかり

9. レーザー・光・RF装置を用いたざ瘡
治療の取り組み方

第 78回日本皮膚科学会
東 京 支 部 学 術 大 会
（2015.2.22）東京

乃木田俊辰

10. 睫毛貧毛症の診断と治療 Acne Conference in 城東
（2015.2.28）東京

坪井　良治

11. 乾癬診療の ABC ケーススタディ 第 10回東京乾癬研究会
（2015.2.28）東京

大久保ゆかり

12. 痒みを伴う皮膚疾患の診断と治療：症
例供覧も含めて

第 11回大阪大学皮膚科
臨床検討会（2015.3.7）
大阪

坪井　良治

13. 睫毛貧毛症の診断と治療について グラッシュビスタエキス
パートミーティング
（2015.3.15）東京

坪井　良治

14. 足・爪白癬の治療：最近の話題も含め
て

戸 塚 支 部 二 火 会
（2015.3.17）東京

坪井　良治
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15. ロングパルスアレキサンドライト
レーザーと Qアレックを用いた美容
皮膚科治療

Spring Seminar in 千葉
（2015.3.22）千葉

乃木田俊辰

16. 瘢痕を残さないニキビ治療のコツ 第 27回江東区医師会皮
膚 科 医 会 講 演 会
（2015.4.8）東京

乃木田俊辰

17. 乾癬の日常ケア 乾癬：疾患と治療に関す
る 市 民 公 開 講 座
（2015.4.11）東京

大久保ゆかり

18. 皮膚真菌症：最近の話題 第 392回大分皮膚科医会
学術講演会（2015.4.17）
大分

坪井　良治

19. ニキビ治療 2015 皮膚科開業医の皮膚疾患
最 新 治 療 セ ミ ナ ー
（2015.4.22）熊本

乃木田俊辰

20. ざ瘡治療における BPO製剤の位置付
け

東 京 都 皮 膚 科 医 会
（2015.4.22）東京

乃木田俊辰

21. 皮膚科診断学の極意～皮膚科診断学
と snap diagnosis

第 4 回 TORII 東北皮膚
セミナー（2015.4.23）仙
台

梅林　芳弘

22. 皮膚疾患における外用剤・保湿剤の使
い方のコツ：アトピー性皮膚炎を中心
とした治療と最近の話題

小平市薬剤師会研修会
（2015.4.23）東京

加藤　雪彦

23. 新たな乾癬治療の期待 セクキヌマブ
の登場

2015乾癬学術フォーラ
ム in 東京（2015.4.25）
東京

大久保ゆかり

24. ロングパルスアレキサンドライト
レーザーと Qアレックを用いた美容
皮膚科治療

Laser Academy in 静岡
（2015.5.24）静岡

乃木田俊辰

25. 痛みを伴う皮膚潰廔の診断と局所管
理

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.29）横
浜

坪井　良治

26. 顔面腫脹を呈する救急疾患 第 114回日本皮膚科学会
総会（2015.5.30）横浜

梅林　芳弘

27. HIV/AIDS に 伴 う 皮 膚 疾 患：Stop 
AIDS！皮膚科医の視点から

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

齋藤万寿吉

28. 梅毒と HIV/AIDS：新興再新興感染症
の現状とその防御

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.31）横
浜

齋藤万寿吉

29. エピジェネティクスを利用したアン
チエイジング

第 116回府中市薬剤師会
定例研修会（2015.6.17）
府中

加藤　雪彦

30. 患者治療満足度を向上させるための
外用療法を考える

第 31回日本臨床皮膚科
医会総会・臨床学術大会 
イブニングセミナー
（2015.6.20）綱走

大久保ゆかり

31. ざ瘡治療における BPO製剤の位置付
け

四地区合同皮膚科医会学
術講演会（2015.6.24）東
京

乃木田俊辰
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32. かゆみを伴う皮膚疾患の最近の話題
～効果的な抗ヒスタミン薬の使い方
を含めて～

タリオン学術講演会
（2015.6.25）東京

大久保ゆかり

33. 睫毛貧毛症の診断とその治療につい
て

シオノギWebカンファ
レンス（2015.6.26）東京

坪井　良治

34. 真菌研究の最新情報 国際医真菌学会
（ISHAM）より

ルリコン発売記念 10周
年記念講演会（2015.7.4）
東京

坪井　良治

35. 乾癬患者の QOLとメンタルヘルス～
男性より女性の方が QOLが低いって
ホント ?～

第 10回乾癬ウィメンズ
セミナー（2015.7.5）東
京

大久保ゆかり

36. ざ瘡治療における BPO製剤の位置付
け

京橋薬剤会学術講演会
（2015.7.8）東京

乃木田俊辰

37. 日常診療に役立つ皮膚科の知識 第 16回かわごえ並木の
会（2015.7.10）川越

坪井　良治

38. 乾癬治療における患者満足度の重要
性と治療の工夫

第 13回東邦デルマ懇話
会（2015.7.11）東京

大久保ゆかり

39. 当科における関節症性乾癬への生物
学的製剤の使用と治療効果の検討

K・O・A・R・A（2015.7.17）
東京

川上　　洋

40. クリニックにおけるフィラー治療の
ポイント

第 33回日本美容皮膚科
学会学術大会（2015.7.25）
大阪

乃木田俊辰

41. 高出力青色 LEDパルス光の皮下脂肪
組織への影響の検討

第 33回日本美容皮膚科
学会学術大会（2015.7.25）
大阪

乃木田俊辰，大工園則雄*

42. 過酸化ベンゾイルのエビデンス 第 4回日本ざ瘡研究会学
術大会（2015.7.26）大阪

乃木田俊辰

43. ここまで治せる 乾癬の外用療法のコ
ツ

乾癬ワークショップ in 
城西（2015.7.29）東京

大久保ゆかり

44. 効果的な外用療法と患者指導 Psor ias i s  Knowledge 
Workshop（2015.7.29）
東京

梅林　芳弘

45. PASI90時代にアダリムマブをどう生
かすか ?～併存疾患を考慮して～

第 11回東京乾癬研究会
（2015.8.22）東京

大久保ゆかり

46. レーザー治療を取り入れる美容皮膚
科戦略

Syneron Candela Laser 
Academy in Nagoya 2015
（2015.8.30）名古屋

乃木田俊辰

47. 抗 IL-17A抗体製剤の登場による治療
満足度の変化－EQ-5Dと DLQIによ
る評価

第 30回日本乾癬学会学
術大会（2015.9.4）名古
屋

大久保ゆかり

48. 膿疱性乾癬の生物学的製剤による治
療効果について

多 摩 乾 癬 セ ミ ナ ー
（2015.9.9）多摩

赤嶺　香子

49. 外来で簡単にできる爪疾患の治療 第 10回河田町皮膚科塾
（2015.9.10）東京

原田　和俊

50. 皮膚真菌症ならびに関連疾患の分子
生物学的解析

第 59回日本医真菌学会
学 会 賞 記 念 講 演
（2015.10.9）札幌

坪井　良治

51. HIV/AIDSに伴う皮膚真菌症 第 59回日本医真菌学会
学 術 集 会（2015.10.10）
札幌

齋藤万寿吉
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52. 抗 IL-17A抗体製剤の登場による治療
満足度の変化

第 67回日本皮膚科学会
西 部 支 部 学 術 大 会
（2015.10.17）長崎

大久保ゆかり

53. 円形脱毛症の病態と治療について ひとりがもの会第 45回
鬼 怒 川 セ ミ ナ ー
（2015.10.24）鬼怒川

坪井　良治

54. キャリアアップはできる！東京医科
大学での事業と実績

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.24）名古屋

大久保ゆかり

55. レーザー治療を取り入れる美容皮膚
科戦略

Laser Academy in Osaka 
2015（2015.10.25）大阪

乃木田俊辰

56. 男性型脱毛症に対する治療の現状と
今後の展望

第 66回日本皮膚科学会
中 部 支 部 学 術 大 会
（2015.10.31）神戸

坪井　良治

57. HIV/AIDSに伴う皮膚症状 東京都七地区皮膚科医会
（2015.10.31）東京

齋藤万寿吉

58. ざ瘡治療における BPO製剤の位置付
け

相模原市皮膚泌尿器科医
会 学 術 講 演 会
（2015.11.12）相模大野

乃木田俊辰

59. 出産育児等の支援体制 第 15回東京医科大学病
院指導医のための教育
ワ ー ク シ ョ ッ プ
（2015.11.13）川口

大久保ゆかり

60. Career support for female researchers at 
Tokyo Medical University：医師・学生・
研究者支援センターの取り組み

国際シンポジウム：医学
分野における男女共同参
画をめざして 海外から
の 報 告 と 考 察
（2015.11.17）東京

大久保ゆかり

61. 女性医師・女性研究者のキャリアプラ
ン：私自身の経験と若手の支援を通じ
て考えたこと

女性医療フォーラム 
Lifestyle & Healthcare
（2015.11.19）東京

大久保ゆかり

62. 男性型脱毛症治療の新戦略 ザガーロ
の発毛効果について

男性型脱毛症講演会
（2015.11.29）東京

坪井　良治

63. 本学における「女性研究者研究活動支
援事業」を振り返って

女性研究者支援の成果報
告 と 継 続 に 向 け て
（2015.12.3）東京

大久保ゆかり

64. 女性研究者研究補助者配置の成果報
告

女性研究者支援の成果報
告 と 継 続 に 向 け て
（2015.12.3）東京

田中（山本）真実

65. 男性型脱毛症に対する内服治療の現
状と今後の展望

第 20回日本臨床毛髪学
会学術集会（2015.12.5）
高知

坪井　良治

66. 生物学的製剤による乾癬治療中に間
質性肺炎を合併した症例の検討

第 11回 TAP（2015.12.5）
東京

松本　由香

67. 睫毛貧毛症に対する新しい外用治療
法

第 20回日本臨床毛髪学
会学術集会（2015.12.6）
高知

坪井　良治

B1. 膠原病患者に生じた環状紫斑の 1例 第 859回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.1.17）
東京

福長　美幸，原田　和俊，桐山　徳子，平野　宏文，
前　賢一郎， 若松加奈恵， 坪井　良治， 大久保ゆかり

2. 乾癬におけるアダリムマブ投与 12ヵ
月後の有効性と QQLの検討

第 78回日本皮膚科学会
東 京 支 部 学 術 大 会
（2015.2.21）東京

平野　宏文，川上　　洋，若松加奈恵，松本　由香，
坪井　良治，大久保ゆかり
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3. 色素線状を伴わない拇指悪性黒色腫
の 1例

第 78回日本皮膚科学会
東 京 支 部 学 術 大 会
（2015.2.21）東京

大貫　瑠璃，飛田　璃恵，白井　浩平，中洲　美穂，
入澤　亮吉，原田　和俊，坪井　良治

4. 皮膚 T細胞リンパ腫の 1例 第 78回日本皮膚科学会
東 京 支 部 学 術 大 会
（2015.2.22）東京

紙谷　祐衣，平山　真帆，岸田　功典，林　　和人，
長谷　哲男

5. 環状扁平苔癬の一例 第 87回日本皮膚科学会
茨城地方会（2015.3.8）
つくば

神田　泰洋，川内　康弘，大井　綱郎

6. ミノキシジル外用療法で毛髪の伸長
を認めた先天性縮毛症の 1例

第 369回日本皮膚科学会
青森地方会（2015.3.8）
青森

福長　美幸，内山　真樹，下村　　裕*，三橋善比古，
坪井　良治

7. 皮膚コレステリン肉芽腫の 1例 第 860回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.4.18）
東京

比留間淳一郎，原田　和俊，大久保ゆかり，
坪井　良治

8. 仙尾骨部に生じた透析アミロイドー
シスの 1例

第 860回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.4.18）
東京

赤嶺　香子，川口　敦子，入澤　亮吉，紙谷　結衣，
平山　真帆，白井　浩平，沼田　貴史，内山　真樹，
坪井　良治，大久保ゆかり

9. 陰部潰瘍を呈したメソトレキセート
関連リンパ増殖疾患

第 377回日本皮膚科学会
新潟地方会（2015.4.25）
新潟

長井　拓哉*，赤間　智範*，梅林　芳弘，真鍋　　求*

10. 術後に後頭部に生じた蛇行状圧迫性
脱毛

日本皮膚科学会新潟地方
会（2015.4.25）新潟

大貫　瑠璃，原田　和俊，坪井　良治

11. ネギ科の野菜で接触蕁麻疹を生じた 1
例

第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26）
東京

小林　知子，伊藤　友章，江草　智津，前田　龍郎，
沼田　貴史，大久保ゆかり，坪井　良治

12. SCFは肥満細胞の IL-33依存性 MHC 
class II発現を抑制する

第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26）
東京

伊藤　友章，江草　智津，前田　龍郎，沼田　貴史，
中野　信浩*，西山　千春*，坪井　良治

13. 肥満細胞は IL-33刺激によって NF-κB
を介して ICAM-1を発現する

第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26）
東京

沼田　貴史，伊藤　友章，前田　龍郎，江草　智津，
坪井　良治

14. S100A9 promotes GATA3 translocation 
into the nucleus via EMMPRIN and 
down-regulates anti-infl ammatory factor, 
NLRP10

第 64回日本アレルギー
学会学術大会（2015.5.26）
東京

Hibino T*,  Miyai M*,  Sakaguchi M*,  Yamamoto-Tanaka M,  
Tsuboi R

15. 異型ポルフィリン症の 1例 第 114回日本皮膚科学会
総会（2015.5.29-31）横
浜

加藤　真紀*，梅林　芳弘，真鍋　　求*，中野　　創*

16. 水疱性類天疱瘡の経過中に腸穿孔を
来した 1例

第 114回日本皮膚科学会
総会（2015.5.29-31）横
浜

水澤　雄太*，能登　　舞*，梅林　芳弘，真鍋　　求*

17. 生物学的製剤による乾癬治療中に間
質性肺炎を発症した症例の検討

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

松本　由香，室　　繭子，瀬戸口靖弘*，川上　　洋，
藤城　幹山，阿部名美子，坪井　良治，大久保ゆかり

18. 結核合併患者におけるスティーブン
スジョンソン症候群，TEN型薬疹の
臨床的検討

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

加藤　雪彦，神崎　綾乃，刈谷　隆之，神田　泰洋，
白井　浩平

19. 乾癬患者対象セクキヌマブ国際共同
第 III相臨床試験，疾患改善度と患者
QOLの解析

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

大久保ゆかり，藤田　浩之*，島　　知宏*，Todd Fox*,  
The Secukinumab Clinical Study Group*
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20. 尋常性白斑に対する 1ミリ ミニグラ
フト療法 4名（10病変）の統計

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

加藤雄一郎，川口　敦子，小林　知子，小林　祐子，
藤井のり子，阿部名美子，坪井　良治

21. レックリングハウゼン病が疑われた
症例に対する眼科的検査の意義と連
携について

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

川上　　洋，西脇　　薫，堺　　則康，内山　真樹，
前田　龍郎，坪井　良治，三橋善比古，後藤　　浩*

22. Panfolliculomaの 1例 第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

紙谷　祐衣，平山　真帆，岸田　功典，林　　和人，
長谷　哲男

23. 日本で発症したフィリピン人の BL型
ハンセン病の 1例

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

鵜飼　佳子*，杉本　俊郎*，川内　康弘，大井　綱郎，
藤井　紀和*，中西　健史*，石井　則久*

24. 表皮特異的メソトリプシンは角層剥
離を制御する

第 114回日本皮膚科学会
学術大会（2015.5.30）横
浜

宮井　雅史*，山西　治代*，松元有羽子*，
松浦（八谷）有宇子*，柴田　道男*，田中（山本）真実，
坪井　良治，日比野利彦*

25. bFGFを投与したマウス皮膚欠損創に
おける S100A9蛋白の発現

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

川口　敦子，前田　龍郎，原田　和俊，坪井　良治，
田中　真実，日比野利彦*

26. IL-33 promotes ICAM-1 expression via 
NF-kB in murine cells

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

沼田　貴史，伊藤　友章，前田　龍郎，江草　智津，
坪井　良治

27. 両方の側爪郭に肉芽を生じた陥入爪
にコットン充填固着法変法が奏効し
た 3例

第 31回日本臨床皮膚科
医会総会・臨床学術大会
（2015.6.20）網走

蓮沼　直子*，石河　軌久*，梅林　芳弘，真鍋　　求*

28. LIPH遺伝子変異による常染色体劣性
遺伝性縮毛症の 2例

第 31回日本臨床皮膚科
医会総会・臨床学術大会
（2015.6.20）網走

城　　理沙，原田　和俊，川口　敦子，保母　彩子，
下村　　裕*，坪井　良治

29. Circumscribed palmar hyperkeratosis 第 370回日本皮膚科学会
東北六県合同地方会
（2015.6.27）仙台

豊島　あや*，赤間　智範*，長田　真一*，真鍋　　求*，
梅林　芳弘

30. Atrophic dermatofi brosarcoma protuber-
ansの 2例

第 31回日本皮膚悪性腫
瘍 学 会 学 術 大 会
（2015.7.3）大阪

長井　拓哉*，山田　勝裕*，梅林　芳弘，真鍋　　求*

31. エトポシド少量内服療法を行った Pri-
mary cutaneous aggressive epidermo-
tropic CD8+cytotoxic T-cell lymphoma 
と思われた 1例

第 31回日本皮膚悪性腫
瘍 学 会 学 術 大 会
（2015.7.3）大阪

入澤　亮吉，新井　　崇，西脇　　薫，齋藤万寿吉，
原田　和俊，吉澤成一朗*，松林　　純*，中村　直哉*，
山本　　泉*，坪井　良治

32. 下腹部悪性黒色腫患者に認めた Nuck
管水腫の 1例

第 31回日本皮膚悪性腫
瘍 学 会 学 術 大 会
（2015.7.3）大阪

前　賢一郎，入澤　亮吉，城　　理沙，白井　浩平，
加藤雄一郎，原田　和俊，河本　敦夫*，坪井　良治

33. 皮疹を契機に膵グルカゴノーマの診
断に至った壊死性遊走性紅斑の 1例

第 861回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.7.11）
東京

桐山　徳子，原田　和俊，岩崎　　文，加藤雄一郎，
藤井のり子，藤城　幹山，佐野　隆友*，坪井　良治

34. 抗 BP180型粘膜類天疱瘡の一例 第 88回日本皮膚科学会
茨城地方会（2015.7.12）
日立

小林　祐子，大貫　瑠璃，川内　康弘

35. 増殖性天疱瘡の一例 第 88回日本皮膚科学会
茨城地方会（2015.7.12）
日立

大貫　瑠璃，小林　祐子，川内　康弘

36. シクロスポリン内服療法で治療した
小児に生じた乾癬の 1例

第 39回日本小児皮膚科
学会学術大会（2015.7.18）
鹿児島

飛田　璃恵，内山　真樹，齋藤万寿吉，大久保ゆかり，
坪井　良治
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37. ミノキシジル外用療法で毛髪の伸長
を認めた先天性縮毛症 /乏毛症患者 9
例のまとめ

第 39回日本小児皮膚科
学会学術大会（2015.7.19）
鹿児島

福長　美幸，内山　真樹，下村　　裕*，坪井　良治

38. 色素パルスレーザーが有効であった
限局性体幹被角血管腫の 1例

第 33回日本美容皮膚科
学会学術大会（2015.7.25）
東京

藤井のり子，川口　敦子，三橋善比古，坪井　良治，
小板橋珠代*，大久保ゆかり

39. 外科的に対応した circumscribed palmar 
hyperkeratosis

第 30 回角化症研究会
（2015.8.1）東京

豊島　あや*，赤間　智範*，長田　真一*，真鍋　　求*，
梅林　芳弘

40. 新たな軟膏剤の分類～カデキソマー・
ヨウ素とポピドンヨード・シュガーの
機能性添加剤比較～

第 17回日本褥瘡学会学
術集会（2015.8.28）仙台

関根　祐介，入澤　亮吉，笹津　備尚*，藤瀬　　遥*，
田代　吾子，帶刀　朋代*，藤井　志布*，小嶋　麻里*，
大西　　啓*，明石　貴雄*，坪井　良治

41. 二分脊椎患者に生じた瘻孔を伴う坐
骨部褥瘡の一例

第 17回日本褥瘡学会学
術集会（2015.8.28）仙台

白井　浩平，入澤　亮吉，前　賢一郎，坪井　良治

42. 無疹部からのランダム生検で診断し
た血管内 NK/T細胞リンパ腫の 1例

第 81回日本皮膚科学会
山梨地方会（2015.8.29）
山梨

福長　美幸，内山　真樹，山本　浩文，長谷　哲男，
坪井　良治

43. 日光暴露を契機に発症した尋常性乾
癬の 1例

第 30回日本乾癬学会学
術大会（2015.9.4）名古
屋

大貫　瑠璃，室　　繭子，中洲　美穂，坪井　良治，
大久保ゆかり

44. 当科での関節症性乾癬への生物学的
製剤の使用と治療効果の検討

第 30回日本乾癬学会学
術大会（2015.9.4）名古
屋

川上　　洋，室　　繭子，藤城　幹山，松本　由香，
阿部名美子，坪井　良治，大久保ゆかり

45. タクロリムス軟膏外用中の顔面皮膚
炎に皮膚腫瘍が多発した 1例

第 862回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.9.12）
東京

赤嶺　香子，紙谷　結衣，前　賢一郎，岸田　功典，
長谷　哲男，大井　綱郎

46. 進行期悪性黒色腫に対して BRAF阻
害薬を投与してケラトアカントーマ
が多発した症例

第 862回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.9.12）
東京

脇本　紘子，新井　　崇，原田　和俊，入澤　亮吉，
坪井　良治

47. 掌蹠角化症に合併した circumscribed 
palmar hypokeratosisの 1例

第 862回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.9.12）
東京

岩崎　　文，乃木田礼佳，松本　由香，原田　和俊，
坪井　良治

48. 皮膚科領域におけるフットケアにつ
いて

第 5回 TAKE ABI 2015 in 
HACHIOJI 市民公開講座
（2015.9.20）八王子

岸田　功典，紙谷　祐衣，赤嶺　香子，前　賢一郎，
大井　綱郎

49. 結節性類天疱瘡の 3例 第 37 回水疱症研究会
（2015.9.26）福島

城　　理沙，原田　和俊，大久保ゆかり，坪井　良治

50. 抗真菌薬のケラチン親和性：ブタ蹄由
来の硬質ケラチンを用いた検討

第 59回日本医真菌学会
学 術 集 会（2015.10.10）
札幌

蓮子　雅之*，栂　　哲夫*，古賀　裕康*，平野　宏文，
坪井　良治

51. HIV感染患者におけるマラセチア毛包
炎の検討

第 59回日本医真菌学会
学 術 集 会（2015.10.10）
札幌

原田　和俊，比留間淳一郎，齋藤万寿吉，坪井　良治

52. Candida glabrata転写抑制組換え体に
よるカイコを用いた in vivo必須遺伝
子の評価系の構築

第 59回日本医真菌学会
学 術 集 会（2015.10.10）
札幌

比留間淳一郎， 宇野　　潤*， 原田　和俊， 矢口　貴志*，
比留間政太郎*，知花　博治*

53. 本邦で分離された Trichophyton ton-
suransの交配型遺伝子と薬剤感受性に
ついて

第 59回日本医真菌学会
学 術 集 会（2015.10.10）
札幌

大久保美紀*，比留間淳一郎，加納　　塁*，
比留間政太郎*，坪井　良治，長谷川篤彦*，
鎌田　　寛*

54. ヒト化抗 CCR4モノクローナル抗体に
よって治療した Sézary症候群

第 67回日本皮膚科学会
西 部 支 部 学 術 大 会
（2015.10.18）長崎

白井　浩平，中洲　美穂，坪井　良治，臼田　俊和*，
大久保ゆかり
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55. IVR後に生じた脱毛症の 1例 第 67回日本皮膚科学会
西 部 支 部 学 術 大 会
（2015.10.18）長崎

福長　美幸，内山　真樹，坪井　良治

56. 多彩な臨床像を呈した木村氏病の一
例

第 67回日本皮膚科学会
西 部 支 部 学 術 大 会
（2015.10.18）長崎

飛田　璃恵，内山　真樹，坪井　良治

57. 乾癬における生物学的製剤の有効性
と QOL・患者満足度評価の検討

第 176回東京医科大学医
学総会（2015.11.7）東京

松本　由香，室　　繭子，川上　　洋，阿部名美子，
坪井　良治，大久保ゆかり，藤城　幹山，平野　宏文

58. The role of infl ammasome in atopic der-
matitis

第 29回表皮細胞研究会
（2015.11.14）佐賀

Yamamoto-Tanaka M,  Sakaguchi M*,  Miyai M*,  Hiruma 
J,  Hibino T*,  Tsuboi R

59. Trichodiscomaの 1例 第 863回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.11.14）
東京

神田　泰洋，齋藤　磨美，田代　吾子，梅林　芳弘，
坪井　良治

60. 非典型的な症状から診断に至ったニ
ボルマブ投与後の大腸炎の 1例

第 863回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.11.14）
東京

桐山　徳子，川上　　洋，新井　　崇，入澤　亮吉，
原田　和俊，坪井　良治

61. マムシ咬傷の 1例 第 863回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.11.14）
東京

紙谷　結衣，岸田　功典，赤嶺　香子，前　賢一郎，
権東　容秀*，菅　　又章*，新井　隆男*，大井　綱郎

62. Aquagenic keratodermaの 1例 第 863回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.11.14）
東京

乃木田礼佳，西脇　　薫，川上　　洋，堺　　則康，
原田　和俊，坪井　良治

63. 皮下脂肪織炎様 T細胞リンパ腫の 1
例

第 2回皮膚リンパ腫臨
床・ 病 理 セ ミ ナ ー
（2015.11.18）東京

神崎　綾乃，刈谷　隆之，加藤　雪彦

64. アダパレンによるアレルギー性接触
皮膚炎の 1例

第 45回日本皮膚アレル
ギー・接触皮膚炎学会学
術大会（2015.11.21）松
江

沼田　貴史，城　　理沙，小林　祐子，伊藤　友章，
坪井　良治，大久保ゆかり

65. 表皮特異的メソトリプシンは角層剥
離を制御する－隠された角層剥離メ
カニズム－

第 38回日本分子生物学
会（2015.12.1-4）神戸

宮井　雅史*，山西　治代*，松元有羽子*，
田中（山本）真実，坪井　良治，日比野利彦*

66. サイトメガロウイルスによる口腔潰
瘍を生じた水疱性類天疱瘡の 1例

第 82回日本皮膚科学会
山梨地方会（2015.12.5）
山梨

原田　和俊，岩崎　　文，藤井のり子，齋藤万寿吉，
坪井　良治

67. 皮膚筋線維腫の 1例 第 864回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.12.19）
東京

脇本　紘子，沼田　貴史，堺　　則康，原田　和俊，
梅林　芳弘，大久保ゆかり，坪井　良治

68. 腸炎を認めた IgA血管炎の 2例 第 864回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.12.19）
東京

赤嶺　香子，福原　結衣，前　賢一郎，岸田　功典，
中村　洋典，大井　綱郎

69. 頭部に生じた慢性皮膚エリテマトー
デスの 1例

第 864回日本皮膚科学会
東京地方会（2015.12.19）
東京

岩崎　　文，内山　真樹，入澤　亮吉，原田　和俊，
坪井　良治
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放 射 線 医 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　放射線医学の理解を深めることにより，実臨床に生かせるための知識，技能を習得する。
「現 状 説 明」　医学部 5年生の臨床実習が 1週間，6年生の選択実習が 1ヶ月の限られた時間であるので，到達目標には達して

いない。
「点検・評価」　最低限必要な知識をさらに厳選する必要がある。
「改 善 方 策」　短時間に学習効果を高めるために，教材を再点検する。
「目標・改善方策の達成度」　目標達成度を数値化するための指標を考案する。
【研究】
「到 達 目 標」　学会で発表した演題は必ず論文化する。助教以上全員が科研にアプライする。
「現 状 説 明」　学会発表した演題が論文化されていない。科研の提出率が低い。
「点検・評価」　学会演題発表時に前回の演題の論文化状況を点検する。
「改 善 方 策」　論文化に向けた個別指導，科研に向けた議論を深める。
「目標・改善方策の達成度」　論文化率，科研提出率は上昇傾向にある。
【診療】
「到 達 目 標」　画像診断の質，核医学診断，核医学治療，放射線治療の高度化を目標とする。
「現 状 説 明」　画像診断の量，放射線治療の量はうなぎ登りであり，その対応に追われている。
「点検・評価」　仕事量が飽和しているが，診療の質の低下を招かないようにしている。
「改 善 方 策」　マンパワーの充実，効率化が必要である。
「目標・改善方策の達成度」　治療件数は著しく増加し，新宿区一位を達成した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　近隣医療機関から直接に画像診断依頼，放射線治療依頼を受け付ける。
「現 状 説 明」　病院内の対応に追われている。
「点検・評価」　 中央診療科という性質上，直接的な社会貢献は限られているが，各科の社会貢献をしやすい環境を整備している。
「改 善 方 策」　各科の要望を受け入れ易くする環境を整備する。
「目標・改善方策の達成度」　達成度の指標を作成する。

I.　著書
1. 図説　胆道 IVR経皮インターベンショ
ンのすべて 8.胆嚢アブレーション

（株）メジカルビュー社，
199-202, 2015

大高　　純，佐口　　徹
（編：穴井　　洋*，佐口　　徹，古市　欣也*，
山本　孝信*）

2. 図説　胆道 IVR経皮インターベンショ
ンのすべて 12.経皮経肝的胆道生検術

（株）メジカルビュー社，
228-233, 2015

勇内山大介，佐口　　徹
（編：穴井　　洋*，佐口　　徹，古市　欣也*，
山本　孝信*）

3. 新・放射線治療ポケットマニュアル
3.胸部（2-4）

産業開発機構（株），
23-25, 2015

糸永　知広（編：中山　秀次，徳植　公一）

4. 新・放射線治療ポケットマニュアル
1.中枢神経，4.消化器（5-7），5.泌尿
器

産業開発機構（株），
4-8, 2015, 33-35, 41-44

大久保　充

5. 新・放射線治療ポケットマニュアル
8.緩和

産業開発機構（株），
54-57, 2015

齋藤　辰彦，徳増　健二

6. 新・放射線治療ポケットマニュアル
6.婦人科癌，12.良性疾患

産業開発機構（株），
45-47, 2015, 74-75

白石　沙眞

7. 新・放射線治療ポケットマニュアル
10.骨軟部腫瘍，11.小児

産業開発機構（株），
64-67, 2015, 69-72

菅原　信二

8. 新・放射線治療ポケットマニュアル
2.頭頸部，4.消化器（2-4）

産業開発機構（株），
9-17, 2015, 31-33

田島　　祐

9. 新・放射線治療ポケットマニュアル
7.血液・リンパ腫

産業開発機構（株），
50-51, 2015

中山　秀次
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10. 新・放射線治療ポケットマニュアル
3.胸部（1），4.消化器（1），9.皮膚癌

産業開発機構（株），22, 
2015, 30-31, 60-62

三上　隆二

11. 図説　胆道 IVR経皮インターベンショ
ンのすべて

（株）メジカルビュー社 吉岡　哲也*，穴井　　洋*，佐口　　徹，古市　欣也*，
山本　孝信*

12. 図説　胆道 IVR経皮インターベンショ
ンのすべて

（株）メジカルビュー社 中山　秀次，徳植　公一

II.　学術論文
A1. Survival of a surgical series of lung cancer 

patients with synchronous multiple 
ground-glass opacities,and the manage-
ment of their residual lesions

Lung Cancer 88（2）：174-

180, 2015（IF=3.737）
Shimada Y,  Saji H,  Otani K,  Maehara S,  Maeda J,  
Yoshida K,  Kato Y,  Hagiwara M,  Kakihana M,  Kaji-
wara N,  Ohira T,  Akata S,  Ikeda N

2. Dosimetric evaluation of compensator 
intensity modulation-based stereotactic 
body radiotherapy for stage I non-small 
lung cancer

BR J Radiol 88（1052）：
DOI 10.1259/bjr.20150122, 
2015（IF=2.026）

Tajima Y,  Nakayama H,  Itonaga T,  Shiraishi S,  Okubo 
M,  Mikami R,  Sugahara S,  Tokuuye K

3. Impact of the duration of hormonal ther-
apy following radiotherapy for localized 
prostate cancer

Oncol Lett 10（1）：255-

259, 2015（IF=1.554）
Okubo M,  Nakayama H,  Itonaga T,  Tajima Y,  Shiraishi 
S,  Mikami R,  Sakurada A,  Sugahara S,  Koizumi K,  
Tokuuye K

4. Irreversible electroporation for nonther-
mal tumor ablation in patients with hepa-
tocellular carcinoma：initial clinical 
experience in Japan

Jpn J Radiol 33（7）：424-

432, 2015（IF=0.837）
Sugimoto K,  Moriyasu F,  Kobayashi Y,  Saito K,  Takeu-
chi H,  Ogawa S,  Ando M,  Sano T,  Mori T,  Furuichi Y,  
Nakamura I

5. Radiation exposure during sentinel lymph 
node biopsy for breast cancer：eff ect on 
pregnant female physicians

Breast Cancer 22（5）：
469-474, 2015（IF=1.585）

Kimura F,  Yoshimura M,  Koizumi K,  Kaise H,  Yamada 
K,  Ueda A,  Kohno N

6. Association between high-resolution 
computed tomography fi ndings and the 
IASLC/ATS/ERS classifi cation of small 
lung adenocarcinomas in Japanese 
patients

Lung Cancer 90（1）：
47-54, 2015（IF=3.958）

Kudo Y,  Matsubayashi J,  Saji H,  Akata S,  Shimada Y,  
Kato Y,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Nagao T,  
Ikeda N

7. Signifi cance of CD4+T-cell count in the 
management of appendicitis in patients 
with HIV

Can J Surg 58（6）：429-

430, 2015（IF=1.507）
Kitaoka K,  Saito K,  Tokuuye K

8. Patient care and safety enhancement in 
emergency and critical care through sum-
mary of diagnostic tests chart

J Tokyo Med Univ73（1）：
27-34, 2015

Kitaoka K,  Oda J,  Ohta S,  Isoe N,  Yukioka T

9. Utility of chemical shift-MRI for anterior 
mediastinal mature teratoma

J Tokyo Med Univ 73
（2）：137-143, 2015

Masuno R,  Akata S,  Park J,  Matsubayashi J,  Ikeda N,  
Saito K,  Tokuuye K

10. 放射性医薬品副作用事例調査報告　
第 36報

核医学 52（1）：1-12, 2015 松田　博史*，荒野　　泰*，岡沢　秀彦*，水村　　直*，
横山　邦彦*，吉村　真奈

11. 腰臀部の巨大神経線維腫の手術法に
ついて

日本レックリングハウン
ゼ ン 病 学 会 雑 誌                
6（1）：46-49, 2015

入澤　亮吉，新井　　崇，前　賢一郎，白井　浩平，
原田　和俊，坪井　良治，齋藤　和博，林　　礼人，
三橋善比古

12. 食事による肝硬度の変化　shear wave 
elastographyによる検討

肝臓クリニカルアップ
デ ー ト 1（1）：115-117, 
2015

杉本　勝俊，竹内　啓人，小川　沙織，安藤　真弓，
佐野　隆友，平良　淳一，小林　功幸，今井　康晴，
中村　郁夫，齋藤　和博，森安　史典

B1. 呼吸器疾患の新治療　多発性骨転移
に対する放射性同位元素（RI）内用療
法

呼 吸 34（9）：898-904, 
2015

吉村　真奈
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C1. Two cases of sclerosing sngiomatoid nod-
ular transformation of the spleen with 
gradual growth：usefulness of diff usion-

weighted imaging

Clin Imaging 39（2）：315-

317, 2015（IF=0.81）
Yoshimura N,  Saito K,  Shirota N,  Suzuki K,  Akata S,  
Oshiro H,  Nagao T,  Sugimoto K,  Tsuchida A,  Tokuuye 
K

2. Ureteral intussusception associated with a 
fi broepithelial polyp：a case report

Clin Imaging 39（5）：901-

903,2015（IF=0.81）
Suzuki K,  Saito K,  Yoshimura N,  Ohno Y,  Nakashima J,  
Oshiro H,  Akata S,  Tachibana M,  Tokuuye K

3. 肝部分切除後に胆管肝静脈瘻をきた
した 1例

臨 床 放 射 線 60（10）：
1297-1301, 2015

勇内山大介，佐口　　徹，剣木　憲文，代田　夏彦，
永川　裕一，土田　明彦，徳植　公一，齋藤　和博

D1. ビーズの新たな展開　ヘパスフィア 臨 床 画 像 31（2）：277-

281, 2015
堀　　信一*，末吉　　智*，堀　　篤史*，剣木　憲文

III.　学術刊行物
B1.【肝細胞癌に対する TACE再考】TACE
の新しい展開　microsphereを用いた
TACE

肝・胆・膵 70（1）：25-32, 
2015

堀　　信一*，末吉　　智*，剣木　憲文，結城　健生*，
堀　　篤史

2. 第 11回世界核医学会（2014年） 臨床核医学 48（1）：5-6, 
2015

三上　隆二

3.【鉄代謝制御機構と鉄過剰症】鉄過剰
症の診断におけるMRIの有用性

血 液 内 科 70（3）：331-

336, 2015
作田　寿理，伊藤　良和，朴　　辰浩，大屋敷一馬

4.【救急画像診断のすべて】各論　8.小
児　小児胸部救急疾患

臨床放射線 11月臨時増
刊号 60（11）：1861-1872, 
2015

原　　裕子

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. The impact of respiratory movement on 

local recurrence in patients with stage I 
non-small cell lung cancer in the treat-
ment of intensity modulated SBRT

Radiological Society of 
North America 101st Sci-
entific Assembly and 
A n n u a l  M e e t i n g
（2015.11.29）Chicago

Itonaga T,  Nakayama H,  Tajima Y,  Shiraishi S,  Okubo 
M,  Mikami R,  Tokuuye K

国内学会
A1.「放射線治療 1：頭蓋内・頭頸部 SRT」 
定位放射線治療各論：良性脳腫瘍，頭
頚部腫瘍

第 74回日本医学放射線
学会総会（2015.4.17）横
浜

徳植　公一

2. 放射性ストロンチウムを用いた疼痛
緩和療法

第 48回日本整形外科学
会骨・軟部腫瘍学術集会
（2015.7.9）高松

吉村　真奈

3. シンポジウム 9　動脈塞栓術における
塞栓物質の現状　ダブルマイクロバ
ルーン法での親血管に対するコイル
塞栓術の有用性についての検討

第 21回日本血管内治療
学会総会（2015.7.25）名
古屋

佐口　　徹，勇内山大介，齋藤　和博，大高　　純，
守矢　知永，赤田　壮市，徳植　公一，代田　夏彦，
佐野　隆友，糸井　隆夫，永川　裕一，土田　明彦

4. シンポジウム 2胃静脈瘤の集学的治療　
胃静脈瘤治療に伴う肝脾硬度の経時
的推移

第 22回日本門脈圧亢進
症学会総会　第 18 回
B-RTO研究会合同セッ
ション（2015.9.10）横浜

古市　好宏，佐野　隆友，安藤　真弓，竹内　啓人，
小川　紗織，笠井　美孝，吉益　　悠，杉本　勝俊，
佐口　　徹，小林　功幸，中村　郁夫，森安　史典

5. トピック 2「小児」小児泌尿器疾患に
おける CT・MRIの役割

第 3回泌尿器画像診断・
治 療 技 術 研 究 会
（2015.9.25）京都

原　　裕子

6. Meet in PAL 放射線治療 第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.29）
京都

徳植　公一
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7. ワークショップ 66　肺 3：肺がん集学
的治療の展望（1）非小細胞肺癌に対
する根治切除後のリンパ節再発に対
する放射線治療成績

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.30）
京都

三上　隆二，中山　秀次，齋藤　辰彦，徳増　健二，
糸永　知広，田島　　祐，白井　沙眞，大久保　充，
吉田　浩一，池田　徳彦，徳植　公一

B1. DEB-TACE後に予期せぬ合併症を来
たし治療に難渋した 2例

東京アンギオ・IVR会第
471 回 例 会（2015.3.12）
東京

大高　　純，佐口　　徹

2. Cam type FAI（Femoroacetabular 
impingement）診断のための CTによ
る股関節前上方の評価

第 71回日本放射線技術
学 会 総 会 学 術 大 会
（2015.4.16）横浜

横山　　剛，加藤　大輔，日向　伸哉，赤田　壮市，
徳植　公一，宍戸　孝明，山本　謙吾

3. 早期前立腺癌に対する I-125密封小線
源療法の臨床的検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

田中　絢子，大堀　　理，中島　　淳，大野　芳正，
中山　秀次，三上　隆二，黄　　和吉，鹿島　　剛，
権藤　立男，濱田　理宇，中神　義弘，徳植　公一，
橘　　政昭

4. 膵頭部十二指腸周囲のリンパ節転移
により閉塞性黄疸を来した両側異時
性乳癌

第 448回東京医科大学臨
床懇話会（2015.4.27）東
京

寺岡　冴子，向井俊太郎，佐藤　永一，清水　崇裕

5. アクセス困難な膵切除術後の腹腔内
膿瘍に対する術中ドレーン抜去後の
ドレーンルートを利用し経皮的ドレ
ナージを施行した 2症例

第 1回日本穿刺ドレナー
ジ研究会（2015.5.16）大
阪

勇内山大介，佐口　　徹，守矢　知永，代田　夏彦，
齋藤　和博，永川　裕一，土田　明彦

6. NBCAを用いた腸管瘻孔閉鎖術が奏功
した 3例

第 1回日本穿刺ドレナー
ジ研究会（2015.5.16）大
阪

大高　　純，佐口　　徹，小泉　　潔，徳植　公一

7. ショックを併発した肝胆膵術後出血
に対するステントグラフト留置術の
有用性に関する検討

第 33 回 日 本 Metallic 
Stents & Grafts 研究会
（2015.5.30）宮崎

守矢　知永，代田　夏彦，勇内山大介，佐口　　徹，
齋藤　和博，赤田　壮市，徳植　公一，永川　裕一，
土田　明彦，大高　　純，小泉　　潔，高野　公徳，
千葉　斉一，島津　元秀，河地　茂行

8. 中耳悪性黒色腫の一例 第 447回日本医学放射線
学会関東地方会定期大会
（2015.6.13）

齋藤　辰彦，勇内山大介，齋藤　和博，清水　　顕，
河野　　淳，中村　一博，徳植　公一

9. 乳癌有痛性骨転移に対する Sr-89単回
投与の有効性（2007～2014年）

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.3）東京

山田　公人，海瀬　博史，木村　芙英，細永　真理，
河合　佑子，宮原　か奈，河手　敬彦，上田　亜衣，
寺岡　冴子，緒方　昭彦，小松誠一郎，松村真由子，
吉村　真奈，石川　　孝

10. 肺高血圧患者における SPECT/CT融
合画像を用いた肺血流シンチグラ
フィの有用性

第 83回日本核医学会関
東 甲 信 越 地 方 会
（2015.7.11）東京

大滝　裕香，近森大志郎，肥田　　敏，渡邉　雅貴，
山科　　章，鈴木　邦仁，吉村　真奈，袴田　大輔，
内田　健二，荻野　　均

11. NBCAを用いて選択的塞栓術を施行し
た腸管動静脈奇形の二例

第 27回関東 IVR研究会
（2015.7.18）東京

剣木　憲文，大高　　純，佐口　　徹，小泉　　潔，
徳植　公一

12. 食事摂取による肝臓の intravoxel inco-
herent motion,T2への影響：健常者に
よる検討

第 43回日本磁気共鳴医
学会大会（2015.9.10）東
京

清水　崇裕，齋藤　和博，荒木　洋一，代田　夏彦，
徳植　公一

13. ADCヒストグラムを用いた肝細胞癌
の分化度診断

第 43回日本磁気共鳴医
学会大会（2015.9.10）東
京

守矢　知永 ,  齋藤　和博，荒木　洋一，徳植　公一

14. 肺動脈に挿入された胸腔ドレーン抜
去に際しバルーン閉塞下コイル塞栓
術が奏功した 1例

第 25回日本救急放射線
研究会（2015.10.4）盛岡

守矢　知永，佐口　　徹，勇内山大介，齋藤　和博，
徳植　公一，山下　　淳，山科　　章，池田　徳彦

15. 3D-CTによる膝蓋骨不安定症の膝関
節回旋アライメント評価

第 43回日本放射線技術
学 会 秋 季 学 術 大 会
（2015.10.8）金沢

横山　　剛，宍戸　孝明，加藤　大輔，大島　令衣，
日向　伸哉，久保　宏介，香取　庸一，山藤　　崇，
赤田　壮市，徳植　公一
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16. 肺動脈に挿入された胸腔ドレーン抜
去に際しバルーン閉塞下コイル塞栓
術が奏功した 1例

第 22回抹消血管画像・
血 管 内 治 療 研 究 会
（2015.10.10）東京

守矢　知永，佐口　　徹，勇内山大介，齋藤　和博，
徳植　公一，山下　　淳，山科　　章，池田　徳彦

17. 喀血に対する気管支動脈塞栓術
（BAE）の意義

第 618回日本内科学会関
東 地 方 会（2015.10.10）
東京

西條　天基，兼坂　直人，齋藤　和博

18. 乳癌における骨シンチグラフィ false 
positive症例の特徴検討

第 55回日本核医学会学
術総会（2015.11.5）東京

代田　夏彦，菅原　信二，高橋　正秀，川崎真紗子，
山田　隆文，眞田　知英，清水　崇裕，徳植　公一

19. DAT-SPECTにおける DATQUANTと
DAT Vlewの相関における検討

第 55回日本核医学会学
術総会（2015.11.5）東京

清水聰一郎，平尾健太郎，金高　秀和，吉村　真奈，
小泉　　潔，羽生　春夫

20. セッション 2：肺　Evaluation of pul-
monary endarterectomy for chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension 
using fractal analysis of 99m Tc-MAA 
perfusion scan

第 2回臨床複雑系・フラ
クタル解析学会学術集会
（2015.11.7）東京

吉村　真奈

21. 間質性肺炎合併肺癌における画像所
見及び臨床像と病理所見の整合性に
関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

荒牧　　直，嶋田　善久，松林　　純，川本　雅司，
朴　　辰浩，吉村　明修，赤田　壮市，長尾　俊孝，
徳植　公一，池田　徳彦

22. 浸潤性粘液産生性腺癌切除例の CT所
見とその特徴

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

江里口大介，工藤　勇人，嶋田　善久，松林　　純，
山田　隆文，朴　　辰浩，大澤潤一郎，加藤　靖文，
垣花　昌俊，前田　純一，吉田　浩一，萩原　　優，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

23. 口腔内に発生した infl ammatory myofi -
broblastic tumor（炎症性筋繊維芽細胞
性腫瘍：IMT）の一例

第 448回日本医学放射線
学会関東地方会定期大会
（2015.12.12）東京

高橋　由理，勇内山大介，齋藤　和博，清水　　顕，
塚原　清彰，吉田　真希

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 乳腺の画像診断－ここがポイント－
マンモグラフィと MRI　マンモを中
心に

東京都診療放射線技師会
主催城西支部研修会
（2015.3.19）東京

朴　　辰浩

2. 基本のおさらいシミュレーション シミュレーション研修，
タスクトレーニング
（2015.3.28）東京

勇内山大介

3. 子宮頸がん診療　update　4.放射線治
療

平成 27年度がんの診断
と治療に関する研修会
（2015.9.2）東京

三上　隆二

臨床検査医学分野

【教育】
「到 達 目 標」　学部生：臨床検査医学と輸血学の基本を理解する。血液凝固異常症，HIV感染症と日和見感染症の基本的病態を

説明できる。大学院生：臨床検査により疾患の診断を行う基本的な考え方を説明できる。各種臨床検査の目的と
問題点を説明できる。血液凝固異常症，HIV感染症と関連する日和見感染症の基本的病態と治療を説明できる。

「現 状 説 明」　学部生：第 3・4学年に座学講義および第 5学年臨床実習を 1週間実施している。第 6学年選択実習を 1ヶ月実
施し，患者に接する時間をふやし，カンファレンスに参加するなど内容の充実した臨床実習を行っている。大学
院生：血液凝固学，感染免疫学の知識を深めるとともに，遺伝子解析について実践している。

「点検・評価」　学部生：第 3・4学年の座学講義によって領域を学習し，第 5学年の臨床実習を通して，その知識を深めること
を目標にしている。第 6学年の選択実習では，より実践に近い臨床実習を行うことで，臨床に対する疑問や問題
を提起できるようにしている。大学院生：病棟管理などの診療を行いながら，教育を受けている。一定期間研究
に専念する時間を確保している。
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「改 善 方 策」　学部生：第 5学年の臨床実習では，見学だけにならずに，知識の習得も重要課題として，クルズス，実習などを
バランスよくプログラムしていく。大学院生：十分な研究時間が確保できるよう調整する。そのためには，日常
診療の効率化，医局員の増員を図るよう努めている。大学院特別講義を計画する。

「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」のほぼ 90%を達成している。ただし，医局構成員が少ないため，大学院生の研究時間
が少なくなっている。

【研究】
「到 達 目 標」　血液凝固異常症および HIV感染症に関連する日常診療のなかで観察される事象に興味を持ち，臨床現場に近接

している立場を積極的に利用した基礎並びに臨床研究を計画し，実践することを目標としている。
「現 状 説 明」　血友病を中心とした先天性出血性疾患を対象とし，その病因・病態の詳細な解明を行っている。これは将来的に

行われるであろうオーダーメイド医療に向けての基礎検討を兼ねている。感染症に関しては血液由来感染症およ
び HIV感染者を対象とした臨床研究を行っている。設備などの研究環境はある程度充実しているが，日常診療
が多忙を極め，実験とその報告に費やすことに時間を設けるのが非常に困難な状況である。

「点検・評価」　研究成果は関連学会（日本血液学会，日本血栓止血学会，日本臨床検査医学会，日本検査血液学会，日本輸血・
細胞治療学会，日本エイズ学会，国際血栓止血学会，米国血液学会，世界血友病会議など）において積極的に報
告しており，関連各位から高評価を得ている。しかしながら原著論文数が少ない点は改善が必要である。

「改 善 方 策」　1.研究に費やすことのできる時間を捻出するため，日常診療の効率化および医局員の増員を図る。2.学会発表の
論文化を講座の構成員が心がけ，原著論文数の増加を目指す。

「目標・改善方策の達成度」　前年の「到達目標」80%程度達成した。
【診療】
「到 達 目 標」　HIV感染症，血液凝固異常症の臨床に携わる専門医の育成とこれら疾患に対して質の高い医療を提供する。中央

検査部，輸血部の管理運営を通じて大学病院の中央診療部門を担い，病院運営に貢献する。日本臨床検査医学会
認定臨床検査専門医・日本輸血細胞治療学会認定医・日本血液学会認定血液専門医・日本エイズ学会認定医・日
本人類遺伝学会臨床遺伝専門医・日本性感染症学会認定医・日本内科学会総合内科専門医を育成する。

「現 状 説 明」　当院は世界血友病連合（WFH）登録血友病治療センター，厚生労働省エイズ診療拠点病院である。当科には血
友病などの血液凝固異常症患者が約 350人，HIV感染症患者が約 1,500人が通院しており，共に全国有数の診療
実績を示している。また，院内においては，自己血貯血などの輸血業務と中央検査部の運営，検査技師の育成を
行い，輸血管理料（I），検体管理加算（IV）を取得している。臨床検査専門医 6名，輸血専門医 4名在籍。

「点検・評価」　HIV感染症は国内において増加し続けているが，都内ならびに周辺各県 HIV診療体制は十分に整備されている
とは言えず，今後さらに患者数の増加が見込まれる。血友病においても，血友病診療可能な施設が減少しており，
患者が当院へ集まってくる傾向にある。HIV感染症，血液凝固異常症に興味ある医師の短期研修を積極的に受け
入れている。

「改 善 方 策」　増加し続ける患者への高い医療を提供するためには，今後，診療室並びに診療枠の拡張が急務である。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 80%程度は達成したが，「改善方策」の診療室の整備拡張は予算がとれず出来てい

ない。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　臨床検査の利用を広める。血友病や HIV感染症への偏見誤解を解き，社会全体で患者を支援する社会の構築を

目指す。学内・学外へ向け様々な情報を発信し知識の共有を図る。患者・家族との情報共有を図る。
「現 状 説 明」　臨床検査：東京都臨床検査精度管理専門委員，日本総合健診医学会精度管理委員の職務。血友病：日本血栓止血

学会の血友病部会や東京血友病診療ネットワークの主要構成員としての活動。血友病児を対象としたサマーキャ
ンプを毎年開催し，患児に自立の機会を提供し，自己注射などの指導や患者同士の交流や情報交換の場も提供し
ている。当大学児童研究会と共催で行い，医学・看護教育としても活用している。院外の医療従事者向けにはセ
ミナーを毎年開催しており，情報共有，啓発活動を行っている。HIV感染症：厚生労働省エイズ治療薬研究班を
長年運営し，東京都のエイズ専門委員を務めるなど行政と協力を続けている。東京 HIV診療ネットワークを開
催している。基礎から学ぶ HIVセミナーを毎年開催し，医療者を育成している。

「点検・評価」　行政機関や患者会との緊密な関係により社会貢献を果たしている。血友病キャンプ，HIVセミナーは好評を得て
いる。

「改 善 方 策」　学外に対して，公開講義・セミナー・勉強会を積極的に行い，啓発活動に努め，当該診療領域の人材育成し，患
者を含む関係者の連携を図る。当該領域に興味のある医療者の短期研修等を積極的に受け入れていく。

「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」のほぼ 100%を達成でき，本年も継続していく。
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I.　著書
1. 透析療法ネクスト　XIX，HIV感染患
者の骨代謝異常

医学図書出版，49-58, 
2015

村松　　崇（編：秋葉　　隆*，秋澤　忠男*）

2. Principles and Practice 血液・造血器・
リンパ系，凝固因子障害

文光堂，341-351, 2015 天野　景裕（編：千葉　　滋*，長谷川雄一*）

3. 今日の診断指針　第 7版，血友病（von 
Willebrand病を含む）

医 学 書 院，1169-1172, 
2015

福武　勝幸（編：金沢　一郎*，永井　良三*）

4. 血友病教育プログラム 2015ホームイ
ンフュージョンマニュアル

2015 （編：福武　勝幸，天野　景裕）

II.　学術論文
A1. The pharmacokinetics of a B-domain 

truncated recombinant factor VIII, turoc-
tocog alfa（NovoEight®）, in patients 
with hemophilia A

J Thrombo Haemosta  13
（ 3）：3 7 0-3 7 9 ,  2 0 1 5
（IF=5.565）

Jiménez-Yuste V*,  Lejniece S*,  Klamroth R*,  Suzuki T,  
Santagostino E*,  Karim FA*,  Saugstrup T*,  Møss J*

2. The International Immune Tolerance 
Induction Study and its follow-up study 
on Japanese hemophilia A patients with 
inhibitors

Int J Hematol 101（4）：
362-368, 2015（IF=1.846）

Yoshioka A*,  Ishii E*,  Ueno T*,  Usami I*,  Kobayashi M*,  
Kobayashi R*,  Sotomatsu M*,  Shirahata A*,  Suzuki T,  Taki 
M*,  Ishida Y*,  Matsushita T*,  Shima M*,  Nogami K*,  Sakai 
M*,  Kigasawa H*,  Fukutake K

3. Ten-year experience of recombinant acti-
vated factor VII use in surgical patients 
with congenital haemophilia with inhibi-
tors or acquired haemophilia in Japan

Haemophilia 21（3）374-

379, 2015（IF=2.673）
Takedani H*,  Shima M*,  Horikoshi Y*,  Koyama T*,  Fuku-
take K

4. A multi-institutional study of clinicopath-
ological features and molecular epidemi-
ology of epidermal growth  factor receptor 
mutations in lung cancer patients living 
with human immunodeficiency virus 
infection

J Cancer Res Clin Oncol  
141（9）：1669-1678, 2015
（IF=3.141）

Okuma Y*,  Tanuma J*,  Kamiryo H*,  Kojima Y*,  Yotsumoto 
M,  Ajisawa A*,  Uehira T*,  Nagai H*,  Takeda Y*,  Setoguchi 
Y*,  Okada S*

5. Japanese subject subpopulation analysis 
of B-LONG：a Phase 3 study of long-

acting recombinant factor IX Fc fusion 
protein

血栓止血誌 26（4）：420-

429, 2015
Shima M*,  Fukutake K,  Hanabusa H*,  Matsushita T*,  Taki 
M*,  Sakai M*,  Hirakata T*,  Dong Y*,  Li S*,  Cristiano LM*,  
Pierce GF*,  Mei B*

B1. The use of recombinant activated factor 
VII in patients with acquired haemophlia

Blood Rev 29（S1）：S19-

S25, 2015（IF=6.627）
Tiede A*,  Amano K,  Ma A*,  Arkhammar P*,  Fegoun SB el*,  
Rosholm A*,  Seremetis S*,  Baudo F*

2. 血栓止血分野における次世代シーク
エンス解析の臨床応用

血栓止血誌 26（5）：524-

533, 2015
稲葉　　浩

C1. 脱毛から Cushing症候群を疑われ，治
療開始前に深部静脈血栓症を合併し
たコルチゾール産生副腎腫瘍例

東医大誌 73（1）：65-74, 
2015

金澤　　昭，小田原雅人，藤村　佳代，丸田　敏雅，
佐藤　永一，鈴木　隆史，志熊　淳平

2. 胸椎感染性脊椎炎に対する，胸腔鏡に
よる低侵襲手術の経験

東 医 大 誌 73（2）：164-

175, 2015
遠藤　健司，村田　寿馬，村松　　崇，中村　　造，
荻原　　優

D1. A sudden cardiac death induced by silde-
nafi l and sexual activity in an HIV patient 
with drug interaction, cardiac early repo-
larization, and arrhythmogenic right ven-
tricular cardiomyopathy

Int J Cardiol 179：421-

423, 2015（IF=4.638）
Kobayashi M,  Takata Y,  Goseki Y,  Mizukami H,  Hara S,  
Kuriiwa F,  Fukutake K,  Yoshida K

2. HIV-1感染症におけるコンパニオン診
断と利用のポイント

臨床病理 63（11）：1323-

1327, 2015
福武　勝幸
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III.　学術刊行物
A1. 健診事業における臨床検査の精度管
理

臨 床 検 査 59（6）：556-

563, 2015
鈴木　隆史

2. HIV感染症の病態と自然経過 内 科 116（5）：747-752, 
2015

村松　　崇

3. エイズ対策研究事業の企画と評価に
関する研究

厚生労働科学研究費補助
金エイズ対策研究事業 
エイズ対策研究事業の企
画と評価に関する研究平
成 26年度総括研究報告
書　1-6, 2015

福武　勝幸，菊池　　嘉*，天野　景裕

4. 血友病とその治療に伴う合併症の克
服に関する研究

厚生労働科学研究費補助
金エイズ対策研究事業 
血友病とその治療に伴う
合併症の克服に関する研
究平成 26年度総括分担
研究報告書　1-17, 2015

坂田　洋一*，窓岩　清治*，大森　　司*，小澤　敬也*，
水上　浩明*，嶋　　緑倫*，菱川　修司*，井上　　誠*，
稲葉　　浩，竹谷　英之*，瀧　　正志*，柿沼　章子*，
村松　慎一*，峰野　純一*

5. 血友病およびその治療に関連した遺
伝子解析研究

厚生労働科学研究費補助
金エイズ対策研究事業 
血友病とその治療に伴う
合併症の克服に関する研
究平成 26年度総括分担
研究報告書　51-55, 2015

稲葉　　浩

6. 血友病とその治療に伴う合併症の克
服に関する研究

厚生労働科学研究費補助
金エイズ対策研究事業 
血友病とその治療に伴う
合併症の克服に関する研
究平成 24-26年度総合研
究報告書　1-10, 2015

坂田　洋一*，窓岩　清治*，大森　　司*，小澤　敬也*，
水上　浩明*，嶋　　緑倫*，菱川　修司*，井上　　誠*，
稲葉　　浩，竹谷　英之*，瀧　　正志*，柿沼　章子*，
村松　慎一*，峰野　純一*

7. 血友病およびその治療に関連した遺
伝子解析研究

厚生労働科学研究費補助
金エイズ対策研究事業 
血友病とその治療に伴う
合併症の克服に関する研
究平成 24-26年度総合研
究報告書　75-82, 2015

稲葉　　浩

8. 国内未承認エイズ治療薬等を用いた
HIV感染症治療薬及び HIV感染症至
適治療法の開発に係る応用研究

厚生労働科学研究費補助
金医療技術実用化総合研
究事業 国内未承認エイ
ズ治療薬等を用いた HIV
感染症治療薬及び HIV
感染症至適治療法の開発
に係る応用研究平成 26
年度総括・分担研究報告
書　2015

福武　勝幸，青木　　眞，味澤　　篤*，岩本　愛吉*，
菊池　　嘉*，白阪　琢磨*，関根　裕介，篠澤　圭子，
藤井　輝久*，花房　秀次*，三間屋純一*，山元　泰之

9. 国内で流行する HIVとその薬剤耐性
株の動向把握に関する研究

厚生労働科学研究費補助
金エイズ対策研究事業 
国内で流行する HIVと
その薬剤耐性株の動向把
握に関する研究平成 26
年度総括・分担研究報告
書　2-7, 2015

杉浦　　亙*，石ヶ坪良明*，伊藤　俊広*，内田　和江*，
太田　康男*，潟永　博之*，加藤　真吾*，古賀　道子*，
近藤真規子*，貞升　健志*，椎野禎一郎*，高田　清式*，
豊嶋　崇徳*，健山　正男*，田邊　嘉也*，中谷　安宏*，
西澤　雅子*，藤井　輝久*，松下　修三*，南　　留美*，
森　　治代*，山元　泰之，吉野　宗宏*，渡邊　　大*，
渡邊　綱正*
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10. 東京医大における薬剤耐性 HIVの動
向調査研究

厚生労働科学研究費補助
金エイズ対策研究事業 
国内で流行する HIVと
その薬剤耐性株の動向把
握に関する研究平成 26
年度総括・分担研究報告
書　110-111, 2015

山元　泰之

11. エイズ発症予防に資するための血液
製剤による HIV感染者の調査研究

エイズ発症予防に資する
ための血液製剤による
HIV感染者の調査研究平
成 25年度報告書　2015

白阪　琢磨*，岡　　慎一*，川戸美由紀*，橋本　修二*，
日笠　　聡*，福武　勝幸，八橋　　弘*

B1. 血友病 Aの分子遺伝 Frontiers in Haemophilia  
2（1）：13-18, 2015

稲葉　　浩

2. 成人のインヒビター保有血友病 A患
者に対する胸部中心静脈ポート挿入
術

Frontiers in Haemophilia  
2（2）：96-97, 2015

清田　育男

3. PT（プロトロンビン時間），APTT（活
性化部分トロンボプラスチン時間）
トロンボテスト，へパプラスチンテス
ト　
フィブリノゲン

medicina 52（4） 増 刊：
92-95, 96-97, 98-99, 2015

清田　育男

4. 肝炎や咽頭炎でも性感染症のことが
あるってホント ?

medicina 52（6）：854-856, 
2015

村松　　崇

5. 原発性滲出性リンパ腫（PEL） 日 本 臨 牀 73（増 8）：
609-613, 2015

四本美保子，岡田　誠治*

6. 血友病患者の C型肝炎治療に関する
最新情報

Haemophilia Topics 35：
1-4, 2015

萩原　　剛

7. 長期時間作用型血液凝固第 VIII因子
製剤

血液フロンティア 25
（1）：96-101, 2015

天野　景裕

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Medical care status for hemophilia in 

Japan
2015 East Asia Hemophilia 
F o r u m（2 0 1 5 . 11 . 1 3）
Nara, Japan

Amano K

2. Effi  cacy and safety profi les of BeneFIX® 
and a new trend of individualized therapy 
for hemophilia

2015 East Asia Hemophilia 
F o r u m（2 0 1 5 . 11 . 1 4）
Nara, Japan

Fukutake K

B1. Long-term safety and prophylactic effi  -
cacy of once-weekly subcutaneous admin-
istration of ACE910, in Japanese hemo-
philia A patients with and without FVIII 
inhibitors：interim results of the exten-
sion study of a phase 1 study

XXV Congress of the 
Internatinal Society on 
Thrombosis and Haemo-
stasis（2015.6.22）Toront, 
Canada

Shima M*,  Hanabusa H*,  Taki M*,  Matsushita T*,  Sato T*,  
Fukutake K,  Fukazawa N*,  Yoneyama K*,  Takahashi H*,  
Nogami K*

2. Variety of F9 mutation identifi ed in 43 
Japanese hemophilia B patients

XXV Congress of the 
Internatinal Society on 
Thrombosis and Haemo-
stasis（2015.6.22）Toront, 
Canada

Shinozawa K,  Inaba H,  Suzuki T,  Bingo M,  Seita I,  
Hagiwara T,  Amano K,  Fukutake K



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌284S

3. Analysis of moderate phenotype of hemo-
philia A with novel missense mutation, 
W2229R in C2 domain, of which FVIII 
has no responsiveness with DDAVP

XXV Congress of the 
Internatinal Society on 
Thrombosis and Haemo-
stasis（2015.6.23）Toront, 
Canada

Suzuki T,  Shinozawa K,  Inaba H,  Seita I,  Muramatsu T,  
Amano K,  Fukutake K

4. Two Japanese cases of acquired factor V 
inhibitor which were initially diagnosed 
with congenital factor V difi ciency

XXV Congress of the 
Internatinal Society on 
Thrombosis and Haemo-
stasis（2015.6.24）Toront, 
Canada

Bingo M,  Shinozawa K,  Hagiwara T,  Inaba H,  Suzuki T,  
Amano K,  Fukutake K

5. A synonymous mutation in the F8 gene, 
C.120C>A；P.（L40=）, may cause mild 
hemophilia A

XXV Congress of the 
Internatinal Society on 
Thrombosis and Haemo-
stasis（2015.6.23）Toront, 
Canada

Inaba H,  Shinozawa K,  Amano K,  Fukutake K

6. Interim results from a large multinational 
extension trial（guardianTM2）using 
turoctocog alfa for prophylaxis and treat-
ment of bleeding in patients with severe 
haemophilia A

XXV Congress of the 
Internatinal Society on 
Thrombosis and Haemo-
stasis（2015.6.23）Toront, 
Canada

Lents S*,  Kempton CL*,  Janic D*,  Savic A*,  Cerqueira MH*,  
Ozelo MC*,  Recht M*,  Oldenburg J*,  Tiede A*,  Suzuki T,  
Matytsina I*,  Zeuthen N*,  Santagostino E*

7. Seroclearance of hepatitis B surface anti-
gen is associated with immune reconstitu-
tion infl ammatory syndrome among HIV 
and HBV coninfected individuals

15th European AIDS Con-
ference（2015.10.21-24）
Barcelona, Spain

Muramatsu T,  Yamamoto Y,  Bingo M,  Yokota K,  Seita I,  
Yotsumoto M,  Otaki M,  Hagiwara T,  Suzuki T,  Amano 
K,  Fukutake K

8. A synonymous mutation in the F8 gene, 
C.120C>A；P.（L40=）, may cause mild 
hemophilia A

2015 East Asia Hemophilia 
F o r u m（2 0 1 5 . 11 . 1 4）
Nara, Japan

Inaba H,  Shinozawa K,  Amano K,  Fukutake K

国内学会
A1. 長時間作用型第 VIII因子，第 IX因子
のモニタリングの問題点について

第 9回日本血栓止血学会
学術標準化委員会シンポ
ジウム（2015.2.28）東京

福武　勝幸

2. 長時間作用型凝固因子製剤をどう使
うか ?

第 9回日本血栓止血学会
学術標準化委員会シンポ
ジウム（2015.2.28）東京

福武　勝幸，長江　千愛*，徳川多津子*，藤井　輝久*，
花房　秀次*，岡　　敏明*

3. これからの血友病治療に何が必要か ?
－長時間作用製剤の使用方法を考え
る－

第 37回日本血栓止血学
会学術集会（2015.5.22）
甲府

福武　勝幸，花房　秀次*

4. 血友病患者の出血をなくすテーラー
メード治療を考える

第 37回日本血栓止血学
会学術集会（2015.5.23）
甲府

福武　勝幸

5. HIV感染症，日本の現状と検査・治療 第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.30）
東京

福武　勝幸

6. 今日の HIV感染症診療の実際 第 114回日本皮膚科学会
総会（2015.5.30）横浜市

天野　景裕

7. 凝固検査の基礎から特殊検査まで学
び直そう－血友病と vWDはもう怖く
ない－　血友病編

第 16回日本検査血液学
会学術集会（2015.7.11）
名古屋

天野　景裕，井上まどか*

8. 凝固第 VIII・第 IX因子定量の現状と
課題

第 16回日本検査血液学
会学術集会（2015.7.11）
名古屋

稲葉　　浩
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9. 血栓止血領域の検査値の見方と考え
方のコツ

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.18）金
沢

天野　景裕

10. 梅毒との重複感染者の現状と当院に
おける対応

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30）東京

天野　景裕

11. 多様化する治療の選択肢～あなたな
ら，どう選ぶ～

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30）東京

村松　　崇

12. チーム医療における薬学的アプロー
チの検討

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.12.1）東京

村松　　崇

B1. HIV-1感染者に合併する悪性腫瘍 厚生労働科学研究費補助
金「HIV感染者の長期予
後を規定するエイズリン
パ腫の全国規模多施設共
同臨床試験の展開と包括
的医療体制の確立」研究
班班会議（2015.1.11）東
京

四本美保子

2. 凝固検査を臨床に活かす 第 13回日本検査血液学
会 冬 季 セ ミ ナ ー
（2015.2.14）千葉

天野　景裕

3. シナリオ式実践型教育「感染対策シ
ミュレーションコース ICTC」は院内
感染対策に有効か

第 30回日本環境感染学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.2.20）神戸

中村　　造，佐藤　昭裕，福島　慎二，水野　泰孝，
早川　司子，天野　景裕，松本　哲哉

4. HIV感染者におけるクラミジア・淋菌
感染の評価

第 89回日本感染症学会
総会（2015.4.16）京都

村松　　崇，山元　泰之，大谷眞智子，備後　真登，
一木　昭人，清田　育男，四本美保子，大瀧　　学，
萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，福武　勝幸

5. 当院における HIV-1感染者のカポジ
肉腫についての検討

第 89回日本感染症学会
総会（2015.4.16）京都

横田　和久，村松　　崇，四本美保子，大谷眞智子，
一木　昭人，備後　真登，清田　育男，萩原　　剛，
鈴木　隆史，天野　景裕，山元　泰之，福武　勝幸

6. HIV感染者における上部消化管内視鏡
検査の有用性

第 89回日本感染症学会
総会（2015.4.16）京都

清田　育男，大谷眞智子，横田　和久，一木　昭人，
近澤　悠志，備後　真登，村松　　崇，四本美保子，
萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，山元　泰之，
福武　勝幸

7. 両側頸部腫瘤を契機に診断されたHIV
陽性者の結核の一例

第 89回日本感染症学会
総会（2015.4.16）京都

大谷眞智子，村松　　崇，四本美保子，一木　昭人，
清田　育男，備後　真登，萩原　　剛，鈴木　隆史，
天野　景裕，福武　勝幸

8. HIV感染者に合併した肺がんの多施設
調査

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.17）
東京

大熊　裕介*，味澤　　篤*，田沼　順子*，竹田雄一郎*，
大寺　　博*，上平　朝子*，小島　勇貴*，永井　宏和*，
四本美保子，瀬戸口靖弘*，岡田　誠治*

9. サイレント変異を病因とする可能性
が示唆された軽症血友病 A

第 37回日本血栓止血学
会学術集会（2015.5.21-

23）甲府

稲葉　　浩，篠澤　圭子，天野　景裕，福武　勝幸

10. 習慣流産と第 V因子 R2ハプロタイプ
の関連性

第 37回日本血栓止血学
会学術集会（2015.5.21-

23）甲府

篠澤　圭子，出原　麻里*，稲葉　　浩，天野　景裕*，
杉浦　真弓*，福武　勝幸

11. 交差混合試験で凝固因子欠乏パター
ンを示した後天性第 V因子インヒビ
ターの症例

第 37回日本血栓止血学
会学術集会（2015.5.21-

23）甲府

備後　真登 ,  大谷眞智子，上久保淑子，一木　昭人，
近澤　悠志，村松　　崇，清田　育男，四本美保子，
篠澤　圭子，萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，
福武　勝幸
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12. 先天性第 XIII因子 Aサブユニット欠
乏症に対する遺伝子組換え第 XIII因
子製剤の安全性と有効性

第 37回日本血栓止血学
会学術集会（2015.5.22）
甲府

萩原　　剛，鈴木　隆史，備後　真登，近澤　悠志，
尾形　享一，藤井　輝久*，齊藤　誠司*，新井　盛大*，
福武　勝幸

13. エイズ合併ホジキンリンパ腫につい
て

厚生労働科学研究費補助
金「HIV感染者の長期予
後を規定するエイズリン
パ腫の全国規模多施設共
同臨床試験の展開と包括
的医療体制の確立」第 1
回班会議（2015.5.23）熊
本

四本美保子

14. 新生児への輸血における小容量分離
バックの利用と運用

第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.28）
東京

久野　浩史，長岡　香奈，新井　幸子，高橋かおり，
市川喜美子，須永　和代，高橋　陽子，天野　景裕，
福武　勝幸

15. 軽症血友病 Aに先天性第 XI因子欠乏
症を合併した患者における重複癌外
科手術時の止血管理の経験

第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.29）
東京

備後　真登，上久保淑子，近澤　悠志，清田　育男，
萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，福武　勝幸

16. HIV感染症患者における意思決定の葛
藤と患者背景の関連に関する検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

石田　恵美*，川口　　崇*，竹内　裕紀*，畝崎　　榮*，
関根　祐介，東　加奈子，添田　　博，明石　貴雄，
山口　拓洋*，天野　景裕，福武　勝幸

17. HIV感染者 2症例の長期療養型病院へ
の転院に至る経過と問題点の検討

第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会
（2015.6.13）つくば

横田　和久，大谷眞智子，上久保淑子，一木　昭人，
近澤　悠志，備後　真登，村松　　崇，清田　育男，
加藤　宏基，大瀧　　学，四本美保子，萩原　　剛，
山元　泰之，鈴木　隆史，天野　景裕，福武　勝幸

18. 凝固検査検体取扱いに関するコンセ
ンサス（案）－その 1

第 16回日本検査血液学
会学術集会（2015.7.12）
名古屋

山崎　　哲*，家子　正裕*，片桐　尚子*，小宮山　豊*，
島津　千里*，内藤　澄悦*，三島　清司*，由木　洋一*，
竹内　美保*，小澤　達也*，熊野　　穣*，原田　大介*，
野崎　順子*，田中　秀明*，川合　陽子*，福武　勝幸，
渡邉眞一郎*，本間　　優*

19. 凝固検査検体取扱いに関するコンセ
ンサス（案）－その 2

第 16回日本検査血液学
会学術集会（2015.7.12）
名古屋

片桐　尚子*，家子　正裕*，山崎　　哲*，小宮山　豊*，
島津　千里*，内藤　澄悦*，三島　清司*，由木　洋一*，
竹内　美保*，小澤　達也*，熊野　　穣*，原田　大介*，
野崎　順子*，田中　秀明*，川合　陽子*，福武　勝幸，
渡邉眞一郎*，本間　　優*

20. 血友病 B患者に同定した第 IX因子遺
伝子変異の多様性

第 16回日本検査血液学
会学術集会（2015.7.12）
名古屋

篠澤　圭子，稲葉　　浩，鈴木　隆史，備後　真登，
清田　育男，萩原　　剛，天野　景裕，福武　勝幸

21. 病初期に交差混合試験で凝固因子欠
乏パターンを示した後天性第 V因子
インヒビターの 2症例

第 16回日本検査血液学
会学術集会（2015.7.12）
名古屋

備後　真登，篠澤　圭子，大瀧　　学，萩原　　剛，
稲葉　　浩，鈴木　隆史，天野　景裕，福武　勝幸

22. APTT交差混合試験の標準化への試み
（他施設への展望と普及への課題）：コ
アプレスタミキシングテスト研究会
結果報告（第 4報）

第 16回日本検査血液学
会学術集会（2015.7.12）
名古屋

菊地　　茂*，上道　文昭，山下　洋平*，須長　宏行*，
鈴木　隆史，福武　勝幸，コアプレスタミキシング
テスト研究会*

23. HIV感染者に発症した急性 C型肝炎
感染 24症例の検討

第 19回日本肝臓学会大
会（2015.10.8）東京

横田　和久，村松　　崇，大瀧　　学，萩原　　剛，
鈴木　隆史，山元　泰之，天野　景裕，福武　勝幸

24. ADVIA Centaur XP全自動化学発光免
疫測定装置を用いた性腺 /下垂体ホル
モンの基礎的検討

日本臨床検査自動化学会
第 47回大会（2015.10.9）
横浜

早川　瑞穂，林　茉裕子，鈴木　尚子，島田　憲二，
上道　文昭，萩原　　剛，鈴木　隆史，福武　勝幸

25. 尿中ヒト L型脂肪酸結合蛋白測定試
薬「ノルディア L-FABP」の基礎的検
討

日本臨床検査自動化学会
第 47回大会（2015.10.10）
横浜

高橋　　悟，岡野　理恵，鈴木　尚子，上道　文昭，
萩原　　剛，鈴木　隆史，福武　勝幸，三輪　　隆，
小田原雅人
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26. Diff erences in the long-term course in two 
patients with HIV/HHV-8 related Castle-
man disease

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16）金
沢

Nagao A*,  Bingo M,  Takimoto T*,  Fujie Y*,  Sakamoto N*,  
Otani M,  Yokota K,  Seita I,  Yotsumoto M,  Fukutake K,  
Hanabusa H*

27. FV F190S is a common mutation in Japa-
nese congenital factor V defi ciency with-
out bleeding tendency

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16）金
沢

Shinozawa K,  Inaba H,  Nagao A*,  Hanabusa H*,  Fujii N*,  
Niiya K*,  Kasai D*,  Aonuma K*,  Maeda K*,  Abe M*,  
Amano K,  Fukutake K

28. Application of NGS to the etiological 
mutation analysis of protein S defi ciency

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.17）金
沢

Ichiki A,  Inaba H,  Shinozawa K,  Amano K,  Fukutake K

29. Evaluating the usefulness of NGS for 
mutation analysis to determine the eti-
ologty of hemophilia A

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.17）金
沢

Inaba H,  Shinozawa K,  Amano K,  Fukutake K

30. 複数の合併症を伴った治療抵抗性後
天性血友病の 1例

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.17）金
沢

上久保淑子，四本美保子，清田　育男，村松　　崇，
備後　真登，横田　和久，一木　昭人，大谷眞智子，
山元　泰之，萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，
福武　勝幸

31. A single center retrospective study of 28 
cases with acquired haemophilia A

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.18）金
沢

Bingo M,  Ishio E,  Otani M,  Kamikubo Y,  Ichiki A,  
Chikasawa Y,  Yokota K,  Muramatsu T,  Seita I,  Yotsu-
moto M,  Hagiwara T,  Yamamoto Y,  Suzuki T,  Amano K,  
Fukutake K

32. 顎矯正手術を施行した von Willebrand
病 Type 1症例の止血管理

第 452回東京医科大学臨
床 懇 話 会（2015.10.20）
東京

渡辺　正人，虹川　東嗣，鈴木　隆史，岩瀬　直人，
近津　大地

33. 遺伝子変異に基づいた血友病保因者
診断の現状と課題

第 62回日本臨床検査医
学 会 学 術 集 会
（2015.11.21）岐阜

篠澤　圭子，天野　景裕，萩原　　剛，備後　真登，
近澤　悠志，鈴木　隆史，稲葉　　浩，福武　勝幸

34. エイズ合併ホジキンリンパ腫につい
て

厚生労働科学研究費補助
金「HIV感染者の長期予
後を規定するエイズリン
パ腫の全国規模多施設共
同臨床試験の展開と包括
的医療体制の確立」研究
班 班 会 議（2015.11.29）
東京

四本美保子

35. 抗 HIV療法と服薬援助のための基礎
的調査－抗 HIV薬の薬剤変更状況調
査（2015年）

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30）東京

小島　賢一*，日笠　　聡*，桒原　　健*，山元　泰之

36. 抗 HIV療法と服薬援助のための基礎
的調査－治療開始時の抗 HIV薬処方
動向調査（2015年）

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30）東京

日笠　　聡*，小島　賢一*，桒原　　健*，山元　泰之

37. 東京医科大学病院におけるドルテグ
ラビルの使用状況と有害事象につい
て

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30）東京

関根　祐介，平野　智理，冨樫　英晶，金子亜希子，
明石　貴雄，中村　　造，水野　泰孝，鈴木　隆史，
山元　泰之，天野　景裕，福武　勝幸

38. MSMの HIV感染者において性行為に
よる感染が推定された細菌性赤痢の
症例

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30）東京

石尾　瑛子，上久保淑子，大谷眞智子，近澤　悠志，
備後　真登，村松　　崇，清田　育男，四本美保子，
大瀧　　学，萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，
山元　泰之，福武　勝幸

39. 血液製剤による HIV感染者の調査成
績　第 1報　CD4値，HIV-RNA量と
治療の現状と推移

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30-12.1）東京

白阪　琢磨*，岡　　慎一*，川戸美由紀*，橋本　修二*，
日笠　　聡*，福武　勝幸，八橋　　弘*
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40. 血液製剤による HIV感染者の調査成
績　第 2報　抗 HIV薬の組み合わせ
の変更と CD4値，HIV-RNA量の関連
性

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30-12.1）東京

川戸美由紀*，橋本　修二*，岡　　慎一，福武　勝幸，
日笠　　聡*，八橋　　弘*，白阪　琢磨

41. 当センターの総合健診（1日人間ドッ
ク）を受診した HIV感染者の検討

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30-12.1）東京

玉山　隆章*，井上　　穣*，鈴木　隆史，板垣　信生*，
福武　勝幸

42. 本邦の新規 HIV/AIDS診断症例におけ
る薬剤耐性 HIVの動向

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.12.1）東京

岡崎　玲子*，蜂谷　敦子*，潟永　博之*，渡邊　　大*，
長島　真美*，貞升　健志*，近藤真規子*，南　　留美*，
吉田　　繁*，小島　洋子*，森　　治代*，内田　和江*，
椎野禎一郎*，加藤　真吾*，豊嶋　崇徳*，伊藤　俊広*，
猪狩　英俊*，上田　敦久*，石ヶ坪良明*，古賀　一郎*，
太田　康男*，山元　泰之，福武　勝幸，他 22名

43. 当科で抗 HIV療法（ART）を開始し
継続中の症例における CD4陽性細胞
数と HIV-1 RNA量の経過

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.12.1）東京

村松　　崇，山元　泰之，石尾　瑛子，上久保淑子，
大谷眞智子，近澤　悠志，備後　真登，横田　和久，
清田　育男，四本美保子，大瀧　　学，尾形　享一，
萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，福武　勝幸

44. HIV/HHV8関連キャッスルマン病を発
症した 2例の長期経過－寛解例と混合
式 AIHAを伴った開発例

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.12.1）東京

長尾　　梓*，備後　真登，滝本　貴美*，藤枝由香梨*，
坂本　則夫*，大谷眞智子，横田　和久，清田　育男，
四本美保子，福武　勝幸，花房　秀次*

45. ドキソルビシン塩酸塩リポソーム注
射剤（ドキシル ®）を 47回行った難
治性のカポジ肉腫症例

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.12.1）東京

横田　和久，大谷眞智子，上久保淑子，一木　昭人，
近澤　悠志，備後　真登，村松　　崇，清田　育男，
四本美保子，萩原　　剛，鈴木　隆史，山元　泰之，
天野　景裕，福武　勝幸

46. HIV-1感染者でのサイトメガロウイル
ス感染症における血中抗原価の有用
性の検討

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.12.1）東京

大谷眞智子，村松　　崇，横田　和久，備後　真登，
四本美保子，上久保淑子，近澤　悠志，一木　昭人，
清田　育男，萩原　　剛，山元　泰之，鈴木　隆史，
天野　景裕，福武　勝幸

47. アタザナビルからドルテグラビルへ
変更し約 1年後に尿路結石を再発した
症例

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.12.1）東京

備後　真登，石尾　瑛子，大谷眞智子，上久保淑子，
一木　昭人，近澤　悠志，横田　和久，村松　　崇，
四本美保子，萩原　　剛，山元　泰之，鈴木　隆史，
天野　景裕，福武　勝幸

48. 顎矯正手術を施行した type 1 von Will-
ebrand Disease症例の止血管理

第 200回（公社）日本口
腔外科学会関東支部学術
集会（2015.12.19）東京

桝井　美奈*，虹川　東嗣，渡辺　正人，古賀　陽子，
里見　貴史，鈴木　隆史，近津　大地

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. MiSeqによる血友病 A原因遺伝子の
アンプリコン解析

第 15 回遺伝医学セミ
ナー（2015.1.5）東京

稲葉　　浩

2. 基礎から学ぶ HIVセミナー 2015 基礎から学ぶ HIVセミ
ナ ー 2015（2015.1.11）
東京

臨床検査医学分野主催

3. 血友病診療の基本と新しい治療の考
え方

第 6回北関東ヘモフィリ
ア研究会（2015.2.27）宇
都宮

福武　勝幸

4. 血中濃度から考える長期作用型製剤
への期待と留意点

第 11 回東海北陸ヘモ
フ ィ リ ア セ ミ ナ ー
（2015.3.7）名古屋

備後　真登

5. 血友病患者のエイジングケア　－年
とってまったでいかんわ～－

第 11 回東海北陸ヘモ
フ ィ リ ア セ ミ ナ ー
（2015.3.7）名古屋

天野　景裕
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6. Hemophilia バイオジェンアイデック
社内講演会（2015.3.18）
東京

鈴木　隆史

7. 治療に難渋したカポジ肉腫の 1症例 第 11 回 HIV 臨 床 カ ン
ファレンス（2015.4.4）
東京

横田　和久

8. やりたいことを思いっきりやるため
に～血友病と上手につきあう～

Baxweb 公開セミナー
（2015.4.17）web

天野　景裕

9. 血友病の止血治療オーバービュー 第 8回北陸ヘモフィリア
懇話会（2015.5.9）金沢

天野　景裕

10. 血友病児の学校生活のために医療者
ができることとは－出血予防だけが
QOLではない－

第 2 回 B a x w e b 2 0 1 5
（2015.5.14）web

天野　景裕

11. 後天性血友病診断と治療のピット
フォール

第 7回北海道後天性血友
病診療研究会（2015.5.16）
札幌

福武　勝幸

12. HIV陽性者と子づくり ぷれいす東京ネスト・プ
ログラム（2015.6.13）東
京

村松　　崇

13. 血友病診療について考えていくため
に

第 8回東京かた丸くん
ネット（2015.6.19）東京

近澤　悠志

14. 平成 26年度精度管理調査－検体検
査：血液－

日本総合健診医学会平成
27年度精度管理研修会
（2015.6.27）東京

鈴木　隆史

15. 血中濃度から考える長時間作用型製
剤への期待と留意点

第 10回東北ヘモフィリ
アセミナー（2015.6.27）
仙台

備後　真登

16. HIV感染症と腎障害～そして透析との
関わり～

平成 27年度 HIV感染症
広島県内医療従事者等研
修会（2015.6.29）広島市

村松　　崇

17. トライアングルで考える血友病患者
さんの定期補充

第 5回群馬血友病看護セ
ミナー（2015.7.3）前橋

備後　真登

18. HIV感染症　診断と治療の変遷と現状 アボットフェアー 2015
（2015.7.3）東京

福武　勝幸

19. 長時間作用凝固因子製剤の適正使用
を考える

血友病講演会 in東北
（2015.7.18）仙台

萩原　　剛

20. HIV感染症の基礎知識・最新の治療 第 9回中国四国地方エイ
ズ診療医師のための研修
会（2015.7.19）広島

村松　　崇

21. 血友病 Up Date－長時間作用製剤の使
い方－

群馬 Hemophilia Solution
（2015.7.24）前橋

鈴木　隆史

22. クロスミキシングテストと凝固異常
症の診断

第 20 回有明セミナー
（2015.7.25）東京

鈴木　隆史

23. 血液型と輸血 2015 夏休み自由研究支
援プログラム（2015.8.1）
東京

輸血部，中央検査部，臨床検査医学分野

24. ヘモフィリアサマーキャンプ 2015 第 32回ヘモフィリアサ
マ ー キ ャ ン プ 2015
（2015.8.2）南都留郡

臨床検査医学科，児童研究会（医学部医学科 /看護
科），リハビリティーション科，看護部，一般ボラン
ティア

25. 血友病治療の現状～血友病 Aを中心
に～

BaxLecture 社内勉強会
（2015.8.26）東京

備後　真登
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26. HIV感染者の長期療養感染予防も含め
て

「医師から聞く感染症対
策」研修会（2015.8.26）
東京

村松　　崇

27. 血友病のあゆみとバスクアルタ バスクアルタ㈱設立記念
講演会（2015.8.29）東京

福武　勝幸

28. 血友病治療はアドヒアランスからコ
ンコーダンスの時代へ

バスクアルタ㈱設立記念
講演会（2015.8.29）東京

西田　恭治*，天野　景裕，小野　織江*

29. 進化する定期補充療法 座談会（2015.8.30）東京 藤井　輝久*，鈴木　隆史，酒井　道生*，花房　秀次*

30.「血友病止血治療のオーバービュー」
～あいや　こいや～

第 11回鹿児島ヘモフィ
リア勉強会（2015.9.26）
鹿児島

天野　景裕

31. クロスミキシングテストと後天性血
友病 A

平成 27年度第 21回関甲
信支部・首都圏支部合同
血 液 検 査 研 修 会
（2015.9.27）甲府

鈴木　隆史

32. 東京ヘモフィリアネットワークにつ
いて

バイエルヘモフィリアセ
ミナー 2015（2015.10.3）
東京

近澤　悠志

33. 後天性血友病診療あるある Web講演会（2015.10.21）
web

天野　景裕

34. ART開始後に CMV腸炎による IRIS
を来し最終的に手術となった症例

第 12 回 HIV 臨 床 カ ン
ファレンス（2015.10.31）
東京

上久保淑子

35. 日和見疾患治療と長期マネジメント 第 2回スマートな応需の
た め の 連 携 学 習 会
（2015.11.8）東京

村松　　崇

36. 血友病診療再考－凝固因子製剤選択
のフレームワークを考える－

座談会（2015.11.8）東京 福武　勝幸，瀧　　正志*，花房　秀次*，松下　　忠*，
嶋　　緑倫*

37. 血液凝固の基礎と血液凝固検査の基
礎

平成 27年度国公私立大
学病院医療技術関係職員
研修会（2015.11.12）東
京

鈴木　隆史

38. トライアングルで考える血友病患者
さんの定期補充

血友病WEBシンポジウ
ム（2015.11.17）web

備後　真登

39. 東京医科大学における血友病インヒ
ビター治療

北海道血友病インヒビ
タ ー 治 療 懇 話 会
（2015.11.21）札幌

鈴木　隆史

40. 凝固検査を臨床に活かす 東京都臨床検査技師会血
液検査研究班研修会
（2015.11.24）東京

天野　景裕

41. 今日の HIV感染症診療の実際 世界エイズデー（ヤンセ
ンファーマ）社内セミ
ナー（2015.11.27）東京

天野　景裕

42.「血友病止血治療のオーバービュー」
～あれや　これや～

第 16回和歌山ヘモフィ
リ ア ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.12.12）和歌山

天野　景裕
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高齢総合医学分野

【教育】
「到 達 目 標」　学部教育は生理的老化，病的老化を理解し，高齢者の総合的医療ができること，大学病院では，老化の基礎を踏

まえた上で，高齢者特有の疾患，とりわけ認知症や老年症候群，フレイルの病因・病態を理解できることを到達
目標とする。

「現 状 説 明」　教科書「老年医学」（ライフ・サイエンス社）に基づいて第 4学年では「加齢と老化」の講義を行い，第 5学年
では病棟実習を行っている。特に，病棟ではクリニカルクラークシップに基づいて患者を受け持ち，高齢者総合
的機能評価（CGA）の概要と意義，高齢者の診かた，画像所見の読み方などを教授している。大学院教育では
疾患の病因・病態に焦点を当てたミーティングを行っている。

「点検・評価」　試験，口頭試問，レポートを通じて老年医学の学習目標を評価している。
「改 善 方 策」　指導医の教育能力向上のため，研鑽させている。
「目標・改善方策の達成度」　学生の評価から，概ね老年医学の理解や実践ができていると思われる。
【研究】
「到 達 目 標」　社会に還元できる質の高い研究を目指し，新しく開発した CGA簡易版の普及および認知症や老年症候群，フレ

イルの病因・病態を解明すること。
「現 状 説 明」　老年医学の中で，認知症の研究は最重要課題である。早期診断や有効な治療法の開発について，神経心理学的研

究，脳画像研究，血液・髄液を用いたバイオマーカーなどの研究とともに，多くの発表をしている。現在，認知
症の他にフレイル，転倒，栄養，サルコペニアなどの老年症候群についても研究を開始している。

「点検・評価」　過去の実績を踏まえ，さらに症例の蓄積が求められる。
「改 善 方 策」　臨床研究に加えて，基礎医学教室との共同研究（トランスレーショナル研究）を進める。
「目標・改善方策の達成度」　認知症研究については，ある程度の目標は達成されているが，今後は広く老年症候群に関する研究

を発展させていく必要がある。
【診療】
「到 達 目 標」　基本的には，CGAを駆使して，高齢者の総合的医療が適切にできること。地域の中核病院診療科としての役割

を認識し，質の高い高齢者医療を提供すること。
「現 状 説 明」　CGAの簡易版スクリーニング（SUPERMAN）を活用している。物忘れ外来および医療連携を中心に患者数の増

加に努力している。
「点検・評価」　医療連携により，多くの紹介患者を紹介されているが，診療室や神経心理検査室の不備，脳画像検査に時間がか

かるなどの問題点が挙げられる。
「改 善 方 策」　神経心理士の雇用を要望し，脳画像（MRI）検査を含めた検査設備の改善に期待したい。
「目標・改善方策の達成度」　認知症を含めた高齢患者の増加に対して，ある程度の対応は出来ているが，今後については，ハー

ドやソフト面での十分な対応が必要である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　高齢者医療の原点である CGAの普及，啓発と，地域の中核病院診療科としての医療連携のみならず，認知症を

持つ介護家族の支援，啓発活動を行い，また認知症や脳血管障害の受け入れを行って社会に貢献すること。
「現 状 説 明」　定期的に介護教室，在宅認知症ケアネットワーク，在宅医療連携懇話会，関連講演会を開催している。近隣かか

りつけ医との医療連携は構築され，一定の評価が得られている。認知症疾患医療センターとしても高い評価を受
けている。

「点検・評価」　地域での評価は高く，紹介および逆紹介患者は増加し，良好な医療連携が構築されている。
「改 善 方 策」　連携を多方面からさらに発展させていく必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　地域医療機関からの紹介は十分に対応している。逆紹介率も高く，地域の中核病院としての機能を

維持していきたい。

I.　著書
1. 認知症患者の転倒・骨折予防とビタミ
ン D・カルシウム

医薬ジャーナル，認知機
能とカルシウム 115-122, 
2015

羽生　春夫（編：小川　純人）

2. 血管性認知症 医学書院，今日の治療指
針 861-862, 2015

羽生　春夫（監：山口　　徹，北原　光夫）
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3. 糖尿病性認知症 メジカルビュー社，認知
症の脳画像診断 129-134, 
2015

羽生　春夫（編：西村　恒彦，武田　雅俊）

4. 脳の異常を見逃さないためにめまい
の対処法について教えてください

メジカルビュー社，かか
りつけ医のための老年病
の解決法 30-31, 2015

櫻井　博文（編：秋下　雅弘）

5. せん妄　入院高齢者診療マニュアル 文光堂，107-112, 2015 馬原　孝彦（編：神埼　恒一）
6. 薬剤性パ－キンソニズについて教え
てください　かかりつけ医のための
老年病 100の解決法

メディカルレビュ－社， 
180-181, 2015

馬原　孝彦（編：秋下　雅弘）

7. 無症候性大脳白質病変について教え
てください　かかりつけ医のための
老年病 100の解決法

メディカルレビュ－社， 
132-133, 2015

馬原　孝彦（編：秋下　雅弘）

8. 胃瘻の適応について メディカルレビュー社，
かかりつけ医のための老
年病 100の解決法

金高　秀和（編：秋下　雅弘）

II.　学術論文
A1. Comprehensive geriatric assessment in 

elderly patients with dementia
Geriatr Gerontol Int Jan；
1 5（ 1）：2 7-3 3 ,  2 0 1 5 
（IF=2.188）

Namioka N,  Hanyu H,  Hatanaka H,  Fukasawa R,  Saku-
rai H,  Iwamoto T

2. Identifi cation of diabetes-related demen-
tia：longitudinal perfusion SPECT and 
PiB PET studies

J Neurol Sci 349：45-51, 
2015（IF=2.379）

Fukasawa R,  Hanyu H,  Shimizu S,  Kanetaka H,  Sakurai 
H,  Ishii K

3. Diagnostic Accuracy of 123I-Meta-Iodo-
benzylguanidine Myocardial Scintigraphy 
in Dementia with Lewy Bodies：A Multi-
center Study

PLoS One. 2015 Mar 20；
10（3）：e0120540. doi：
1 0 . 1 3 7 1 / j o u r n a l .
pone.120540. eCollection 
2015（IF=3.702）

Yoshita M,  Arai H,  Arai H,  Arai T,  Asada T,  Fujishiro 
H,  Hanyu H,  Iizuka O,  Iseki E,  Kashihara K,  Kosaka K,  
Maruno H,  Mizukami K,  Mizuno Y,  Mori E,  Nakajima 
K,  Nakamura H,  Nakano S,  Nakashima K,  Nishio Y,  
Orimo S,  Samuraki M,  Takahashi A,  Taki J,  Tokuda T,  
Urakami K,  Utsumi K,  Wada K,  Washimi Y,  Yamasaki J,  
Yamashina S,  Yamada M

4. Peripheral oxidative stress markers in dia-
betes-related dementia

Geriatr Gerontol Int. 2015 
Nov 4. [Epub ahead of 
print]（IF=2.188）

Hatanaka H,  Hanyu H,  Fukasawa R,  Sato T,  Shimizu S,  
Sakurai H

5. Diff erences in peripheral oxidative stress 
markers of Alzheimer, vascular, and 
mixed dementia patients

Geriatr Gerontol Int 15：
53-58, 2015（IF=2.188）

Hatanaka H,  Hanyu H,  Hirao K,  Shimizu S,  Kanetaka 
H,  Iwamoto T

6. Pharmacokinetics of Active Components 
of Yokukansan, a Traditional Japanese 
Herbal Medicine after a Single Oral 
Administration to Healthy Japanese Vol-
unteers：A Cross-Over, Randomized 
Study

PLoS One. 2015 Jul 7；10
（7）：e0131165（IF=3.702）

Kitagawa H,  Munekage M,  Ichikawa K,  Fukudome I,  
Munekage E,  Takezaki Y,  Matsumoto T,  Igarashi Y,  
Hanyu H,  Hanazaki K

7. Molecular imaging of neuropsychiatric 
symptoms in Alzheimer’s and Parkinson's 
disease

Neurosci Biobehav Rev. 
4 9：1 5 7-7 0（ 2 0 1 5 ）
（IF=10.504）

Hirao K,  Pontone GM,  Smith GS

8. Diff erential eff ects of acetylcholinesterase 
inhibitors on clinical responses and cere-
bral blood fl ow changes in patients with 
Alzheimer’s disease：a 12-month, ran-
domized, and open-label trial

Dement Geriatr Cogn Dis-
ord Extra 5：135-146, 
2015

Shimizu S,  Kanetaka H,  Hirose D,  Sakurai H,  Hanyu H



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 293S

B1. 糖尿病性認知症の概念と臨床を含め
て

日 内 会 誌 104：1901-

1906, 2015
羽生　春夫

2. 糖尿病と認知症予防 神 経 治 療 32：911-916, 
2015

羽生　春夫

C1. An Individual with Cerebral Amyloid 
Angiopathy-Related Infl ammation Who 
Displayed Involuntary Movements

J Am Geriatr Soc 63：
2 6 4 4-2 6 4 5 ,  2 0 1 5 
（IF=4.216）

Fukasawa R,  Shimizu S,  Hirose D,  Kanetaka H,  Uma-
hara T,  Obikane H,  Hanyu H

2. 意識障害をきたした蝶形骨洞炎によ
る硬膜外膿瘍の 1例

耳鼻咽 喉 科 展 望 58：
99-105, 2015

白井　杏湖，大塚　康司，小川　恭生，河口　幸江，
浪岡那由太，小山　俊一，赤井　知高，羽生　春夫，
鈴木　　衛

D1. Peripheral oxidative stress markers in 
Alzheimer disease patients with or with-
out cerebrovascular disease

J Am Geriatr Soc 63：
1 4 7 2-1 4 7 4 ,  2 0 1 5
（IF=4.216）

Hatanaka H,  Hanyu h,  Hirose D,  Fukasawa R,  Namioka 
N,  Iwamoto T

2. Factors associated with the burden of 
caregivers of patients with dementia

Geriatr Gerontol Int 15：
384-385, 2015（IF=2.188）

Sakurai H,  Hanyu H,  Terayama H,  Fukuda K,  Iwamoto 
T,  Konno S,  Harada N,  Suzuki Y,  Nagata M

3. Guidelines for the clinical diagnois of dia-
betes-related dementia. J Am Geriatr Soc 
63：1721-1723, 2015（IF=4.216）

J Am Geriatr Soc 63：
1 7 2 1-1 7 2 3 ,  2 0 1 5
（IF=4.216）

Hanyu H,  Hirose D,  Fukasawa R,  Hatanaka H,  Namioka 
N,  Sakurai H

4. Circulating levels of advanced glycation 
end products in diabetes-related dementia

J Am Geriatr Soc 63：
2 1 9 6-2 1 9 8 ,  2 0 1 5
（IF=4.216）

Hirose D,  Hanyu H,  Fukasawa R,  Hatanaka H,  Nanioka 
N,  Okita M

III.　学術刊行物
A1. 認知症患者の転倒・骨折予防とビタミ
ン D・カルシウム

Clinical Calcium 25：275-

283, 2015
羽生　春夫

2. 糖尿病性認知症 診 断 と 治 療 103：939-

942, 2015
羽生　春夫，深澤　雷太，畑中　啓邦

3. 糖尿病性認知症の概念 医学のあゆみ 253：833-

837, 2015
羽生　春夫

4. 糖尿病性認知症 Geriatric Medicine 53：
875-903, 2015

羽生　春夫

5. 糖尿病から脳を守る 糖尿病診療マスター 
13：664-668, 2015

羽生　春夫，深澤　雷太，畑中　啓邦

6. レビー小体型認知症のドパミントラ
ンスポーターイメージング

臨床放射線 60：881-889, 
2015

清水聰一郎，羽生　春夫

7. 糖尿病と認知症 Progress in Medicine 35：
1391-1396, 2015

羽生　春夫，深澤　雷太，畑中　啓邦，廣瀬　大輔

8. 認知症の画像診断とは ? Medical Rehabilitation 
183：20-25, 2015

金高　秀和，羽生　春夫

9. アルツハイマー病とは ? Medical Rehabilitation 
183：31-34, 2015

櫻井　博文，羽生　春夫

10. 糖尿病を伴う認知症患者へのケア，対
応

Progress in Medicine 35：
1463-1467, 2015

櫻井　博文，羽生　春夫

11. 服薬アドヒアランスをよくする工夫 治療 91：383-387, 2015 櫻井　博文，羽生　春夫
B1. 糖尿病患者における認知症の早期診
断（早期発見）について教えて下さい

老 年 医 学 53：485-488, 
2015

櫻井　博文，羽生　春夫

2. VSRAD advance 2リリース 日本医事新報 4775：55, 
2015

金高　秀和，羽生　春夫

3. 糖尿病性認知症の病態とインスリン
抵抗性改善薬の効果

日本医事新報 4741：58, 
2015

羽生　春夫

4. 今から始めるボケ予防 すこやかファミリー 3月
号 4-9, 2015

羽生　春夫
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5. 認知症を克服するために－画像診断
からみる現状と将来－

Isotope News 729：2-13, 
2015

石井　賢二，伊藤　健吾，羽生　春夫，須原　哲也，
松田　博史

6. アルツハイマー病，脳血管性認知症，
混合型認知症患者における末梢の酸
化ストレスマーカーの相違。老年医学
における大脳白質病変の新たな展望

Geraitr Geront Int ダ イ
ジェスト版：20-21, 2015

羽生　春夫

7. 認知症患者の QOL低下が介護者の介
護負担感を増加させる

日本医事新報 4781：52, 
2015

櫻井　博文，羽生　春夫

8. レビー小体型認知症のドパミントラ
ンスポーターイメージング

日本医事新報 4771：53, 
2015

清水聰一郎，羽生　春夫

9. 特集『認知症と類縁疾患－最新の研究
動向－』

日本臨牀社，日本臨牀 
74（3）：455, 2015

清水聰一郎，羽生　春夫

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Identifi cation of diabetes-related demen-

tia：neuroimaging studies
Vasc-Cog World Confer-
ence 2015 Synposium
（Emerging Neuroimaging 

& Biomarker for Demen-
tia）（2015.9.16-19）東京

Hanyu H

B1. Peripheral oxidative stress markers in dia-
betes-related dementia

Alzheimer Association 
International Conference 
2015（2015.7.19）Wash-
ington DC

Hanyu H,  Hatanaka H,  Fukasawa R,  Shimizu S,  Sakurai 
H

2. Utility of the combination of DAT-SPECT 
and MIBG myocardial scintigraphy in dif-
ferentiating dementia with Lewy bodies 
from Alzheimer’s disease

Alzheimer Association 
International Conference 
（2015.7.19）ワシントン

DC

清水聰一郎，平尾健太郎，深澤　雷太，廣瀬　大輔，
金高　秀和，櫻井　博文，馬原　孝彦，羽生　春夫

3. Utility of the combination of DAT-SPECT 
and MIBG myocardial scintigraphy in dif-
ferentiating dementia with Lewy bodies 
from Alzheimer’s disease

Vasc-Cog World Confer-
ence 2015 Synposium
（Emerging Neuroimaging 

& Biomarker for Demen-
tia）（2015.9.16-19）東京

清水聰一郎，平尾健太郎，深澤　雷太，廣瀬　大輔，
金高　秀和，櫻井　博文，馬原　孝彦，羽生　春夫

4. The eff ect of white matter hyperintensity 
volume on cognition and cerebral blood 
fl ow in late-life depression and mild cog-
nitive impairment

The 7th Vas-Cog World 
Conference（2015.9.16-

19）Tokyo

Hirao K, Lyman CH,  Yamashita F, Marano CM, Sato T,  
Shimizu S,  Kanetaka H,  Umahara T,  Sakurai H,  Hanyu 
H,  Smith GS

5. Factors associated with dementia using 
the Comprehensive Geriatric Assessment  
for elderly inpatients

The 7th Vas-Cog World 
Conference（2015.9.16-

19）Tokyo

Sakurai H,  Namioka N,  Terayama H,  Iwamoto T,  Fuji-
hira T,  Tsugehara H,  Tsuchida A,  Hanyu H

6. Immunolocalization of 14-3-3 proteins in 
atheroslerotic lesions of human carotid 
and main cerebral arteries

International Association 
of Gerontology and Geriat-
rics Asia/Oceania 2015 
Congress（2015.10.22）
タイ　チェンマイ

Umahara T,  Uchihara T,  Hashimoto T,  Akimoto J,  
Hanyu H

国内学会
A1. パネルディスカッション「認知症患者
を在宅で支えるために」高齢者総合機
能評価の活用

第 12回在宅認知症患者
対策ケアネットワーク
（2015.2.14）新宿

櫻井　博文
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2. パネルディスカッション「地域におけ
る大学病院・基幹病院の連携をさぐ
る」

リトリートカンファレン
ス　テーマ「これからの
医療連携」（2015.2.18）
東京

櫻井　博文

3. 認知症診療におけるダットスキャン
の意義

第 2回城西認知症診療セ
ミナー（2015.2.20）東京

清水聰一郎

4. 糖尿病性認知症 第 18回認知症を語る会
（2015.2.21）

羽生　春夫

5. 生活習慣，生活習慣病から認知症の予
防，治療を考える

第 2回認知症医療介護推
進フォーラム（2015.2.22）
愛知

羽生　春夫

6. 生活習慣病と認知症 メマリー学術講演会
（2015.2.23）

羽生　春夫

7. 認知症の早期診断と治療・ケア～レ
ビー小体型認知症の鑑別意義につい
て～（特別講演）

第 9回比企医師会西部医
師 団 認 知 症 研 究 会
（2015.2.27）東京

櫻井　博文

8. 糖尿病性認知症の診断と治療 高齢者の精神医療を考え
る 会 学 術 講 演 会
（2015.2.28）

羽生　春夫

9. 認知症における画像診断 第 34回日本画像医学会
（2015.2.28）東京

清水聰一郎

10. 糖尿病性認知症の病態と臨床 メタボリィックシンド
ロームフォーラム 2015
（2015.3.3）

羽生　春夫

11. うつ病と間違えやすいレビー小体型
認知症
（特別講演）

杉 並 精 神 科 医 会
（2015.3.9）東京

櫻井　博文

12. 糖尿病性認知症の臨床と病態 第 3 回 Niigata Dementia 
Forum（2015.3.23）

羽生　春夫

13. 認知症診療における脳画像検査の実
践　ランチョンセミナー

STROKE2015（2015.3.26-

29）広島
羽生　春夫

14. 糖尿病性認知症の臨床と病態 福島県北地区認知症講演
会（2015.3.30）

羽生　春夫

15. 認知症の早期診断と鑑別 第 60回全国臨床糖尿病
医会学術集会（2015.4.5）

羽生　春夫

16. 糖尿病性認知症の概念と臨床を含め
て　シンポジウム糖尿病の新たな合
併症

第 112回日本内科学会講
演会（2015.4.10-12）京
都

羽生　春夫

17. 糖尿病合併症としての認知症 第 9回札幌糖尿病療養指
導フォーラム（2015.4.16）

羽生　春夫

18. 糖尿病性認知症 S K E T C H 研 究 会
（2015.4.24）

羽生　春夫

19. 認知症診療における脳画像検査の実
践

第 8回南大阪の認知症診
断・治療・連携を考える
会（2015.5.14）

羽生　春夫

20. 高齢者糖尿病患者の認知症の早期発
見とその対策　シンポジウム

第 58回糖尿病学会学術
集会（2015.5.21-24）山
口

羽生　春夫

21. 糖尿病性認知症　教育講演 第 56 回日本神経学会
（2015.5.20-23）新潟

羽生　春夫

22. 糖尿病性認知症の臨床 第 15回左京区医師会認
知症研究会（2015.5.23）

羽生　春夫
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23. 認知症を予防する生活習慣病対策
（招待講演）

第 16回日本認知症ケア
学会大会（2015.5.24）札
幌

櫻井　博文

24. Clinical response and perfusion changes 
during Rivastigmine therapy

Virtual Medical Seminar
（2015.5.29）東京

清水聰一郎

25. AchEIの使い分けについて レ ミ ニ ー ル Opinion 
L e a d e r  M e e t i n g
（2015.5.30）東京

清水聰一郎

26. 生活習慣病からみた認知症への対応
シンポジウム

第 24回日本脳ドッグ学
会総会（2015.6.6-7）横
浜

羽生　春夫

27. 生活習慣病からみた認知症予防　シ
ンポジウム

第 29回日本老年学会学
術 集 会（2015.6.12-14）
横浜

羽生　春夫

28. 羽生春夫：画像の診かたと他の診断
ツール

第 57回日本老年医学会
学術集会　認知症診療の
実践セミナー（2015.6.14）
横浜

羽生　春夫

29. 糖尿病合併症としての認知症 第 3回北九州認知症予防
研究会（2015.6.22）

羽生　春夫

30. 高齢者認知症の課題－とくにレビー
小体型認知症について－（特別講演）

第 14 回八王子認知症
フォーラム（2015.6.29）

櫻井　博文

31. DLB治療と画像診断　～DATスキャ
ンを中心に～

DaT Imaging Conference
（2015.7.8）岡山

清水聰一郎

32. 高齢者認知症の課題と対応（特別講
演）

第 4回茨城県神経病態研
究会（2015.7.22）

櫻井　博文

33. 生活習慣病と認知症 目黒区内科部会学術講演
会（2015.7.27）

羽生　春夫

34. 認知症患者と家族を支えるネット
ワーク（特別講演）

第 14 回 長 岡 認 知 症
フォーラム（2015.7.28）

櫻井　博文

35. 糖尿病合併症としての認知症 長岡市医師会学術講演会
（2015.7.29）

羽生　春夫

36. 糖尿病合併症としての認知症 第 4回糖尿病と認知症研
究会（2015.8.5）

羽生　春夫

37. 当大学における認知症診療の取り組
み

認知症エリアサミット
T O K Y O 2 3 西 部
（2015.8.5）

櫻井　博文

38. AchEIの使い分けについて レミニール web講演会
（2015.8.19）東京

清水聰一郎

39. 生活習慣病からみた認知症への対応 第 27回富山認知症研究
会（2015.8.29）

羽生　春夫

40. 高齢者認知症の課題－特に糖尿病と
認知症について－（特別講演）

認知症学術講演会（水戸
市医師会）（2015.9.3）

櫻井　博文

41. 薬剤師の先生にも知っておいてもら
いたい高齢者医療の最前線～認知症
の医療連携から薬物治療まで～（特別
講演）

東京都病院薬剤師会城北
支部勉強会（2015.9.7）

櫻井　博文

42. Read with the Expert　『症例検討』 ～認
知症～

第 31 回 Brain Function 
I m a g i n g  C o n f e r e n c e
（BFIC）（2015.9.12） 神
戸

清水聰一郎
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43. 血管性認知症の予知予防・病態解明。
酸化ストレスの観点から　シンポジ
ウム

第 6回日本脳血管・認知
症 学 会（2015.9.16-19）
東京

羽生　春夫

44. 糖尿病性認知症　ランチョンセミ
ナー

第 6回日本脳血管・認知
症 学 会（2015.9.16-19）
東京

羽生　春夫

45. DLB 治療と画像診断 ～DAT DATスキ 
ャンを中心に～

第 46回埼玉核医学研究
会（2015.9.19）大宮

清水聰一郎

46. ディベートセッション
「多数の合併症と認知機能低下を伴う 
高齢者悪性リンパ腫の一例」

日本老年医学会地方会
（2015.9.26）東京

金高　秀和

47. 老年医学からみた認知症の課題と展
望。ランチョンセミナー

第 34回日本認知症学会
学術大会（2015.10.2-4）
青森

羽生　春夫

48. DLB診療におけるドパミントランス
ポーターイメージングの有用性

第 34回日本認知症学会
学術集会ランチョンセミ
ナー（2015.10.3）青森

清水聰一郎

49. アルツハイマー病の危険因子　教育
講演

第 34回日本認知症学会
学術大会（2015.10.2-4）
青森

羽生　春夫

50. これからの認知症医療連携と治療 第 38回新都心医療連携
懇話会～認知症・うつ・
精神神経疾患の医療連携
（2015.10.7）

櫻井　博文

51. 高齢者認知症の診断，治療，ケアにつ
いて（特別講演）

東 葛 Dementia Seminar
（2015.10.17）

櫻井　博文

52. Probable DLBの診断基準を満たし，
嗜銀顆粒性認知症の病理所見を示し
た一例

第 5 回 Metro Dementia 
Conference（2015.10.23）
東京

清水聰一郎

53. ケースで学ぶドパミントランスポー
タシンチグラフィ～DLB～

第 1 9 回 N e u r o l o g y 
SPECT 定 量 検 討 会
（2015.10.24）東京

清水聰一郎

54. 糖尿病患者における認知症　一次予
防と二次予防

Total Diabetic Manage-
ment 2015 フレイルと向
き 合 う 糖 尿 病 診 療
（2015.10.25）

櫻井　博文

55. 糖尿病性認知症の概念と臨床 Diabetes Forum in 武蔵野
（2015.10.28）

羽生　春夫

56. 抗認知症薬の効果を最大限引き出す
ために

Exper t i se  Discuss ion 
Series 2015（2015.10.30）

櫻井　博文

57. 認知症の正しい理解と予防 第 5回新宿区区民医療公
開講座（2015.10.31）

羽生　春夫

58.「フレイル」を知って健康長寿を目指
した診療を行う（特別講演）

西東京臨床糖尿病研究会　
第 58回例会（2015.10.31）

櫻井　博文

59. 高齢診療科の立場からの認知症薬物
治療

関 西 認 知 症 懇 話 会
（2015.11.6）

櫻井　博文

60. 高齢者認知症の課題 AD Medical Care Forum
（2015.11.13）

櫻井　博文

61. 糖尿病と認知症（特別講演） 朝霞地区医師会学術講演
会（2015.11.18）埼玉

櫻井　博文
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62. 糖尿病性認知症　ランチョンセミ
ナー

第 62回日本臨床検査医
学 会 学 術 集 会
（2015.11.19-22）岐阜

羽生　春夫

63. 認知症治療の導入から継続へ 認知症サミット TOKYO 
23（2015.11.21）東京

櫻井　博文

64. 認知症の画像診断 第 23回認知症に関する
研修会（日本精神科病院
協会主催（2015.11.27）

羽生　春夫

65. 高齢者認知症の課題 中野区認知症アドバイ
ザー医研修会（2015.12.4）
東京

櫻井　博文

66. 高齢認知症患者の診断と対応　ラン
チョンセミナー

第 39回日本高次機能障
害 学 会（2015.12.10-11）
東京

羽生　春夫

B1. 高齢者総合機能評価を用いた認知症
と関連する生活機能障害の検討

第 49回日本成人病（生
活習慣病）学会学術集会
（2015.1.11）東京

櫻井　博文，波岡那由太，畑中　啓邦，深澤　雷太，
廣瀬　大輔，羽生　春夫，岩本　俊彦，告原　博美，
土田　明彦

2. 養病床における栄養状態と栄養評価
法

第 30回日本静脈経腸栄
養 学 会 学 術 集 会
（2015.2.13）神戸

佐藤　友彦，清水聰一郎，廣瀬　大輔，羽生　春夫

3. Probable DLBの診断基準を満たし，
間質性肺炎で死亡し，嗜銀顆粒性認知
症の病理所見を示した一例

第 61回日本老年医学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.3.21）東京

廣瀬　大輔，清水聰一郎，深澤　雷太，沖田　美佐，
馬原　孝彦，羽生　春夫，山田　侑子，村山　繁雄

4. 突然の痙攣と意識障害をきたした副
鼻腔原発悪性リンパ腫 80代男性の 1
例

第 61回日本老年医学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.3.21）東京

畑中　啓邦，清水聰一郎，久米　一誠，仲矢　丈雄，
峰尾松一郎，黒田　雅彦，羽生　春夫

5. 改善困難な在宅患者褥瘡に黄耆建中
湯と人参養栄湯が奏効した症例

第 61回日本老年医学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.3.21）東京

高崎　　朗，織茂　智之，服部　　亮，波岡那由太，
高田　祐輔，平尾健太郎，福本　一朗，矢数　芳英，
羽生　春夫

6. ダメ－ジ関連分子パタ－ンである
HMGB 1蛋白の脳卒中剖検脳での分布
－治療への橋渡し研究として－

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.26）広島県
広島市

馬原　孝彦，羽生　春夫，橋本　孝郎，秋元　治朗，
河野　道宏，中村　綾子，内原　俊記，小山　俊一

7. 認知症と関連する生活機能障害－高
齢者総合機能評価を用いた検討－

第 112回日本内科学会講
演会（2015.4.10-12）京
都

櫻井　博文，波岡那由太，畑中　啓邦，深澤　雷太，
廣瀬　大輔，羽生　春夫，岩本　俊彦，告原　博美，
土田　明彦

8. 糖尿病性認知症における酸化ストレ
ス

第 56 回日本神経学会
（2015.5.20-23）新潟

深澤　雷太，久米　一誠， 佐藤　友彦， 清水聰一郎， 
金高　秀和，櫻井　博文， 羽生　春夫

9. 認知症の病型による酸化ストレス
マーカーの比較検討 Comparative study 
of peripheral oxidative stress markers for 
each dementia type

第 56 回日本神経学会
（2015.5.20-23）新潟

畑中　啓邦，佐藤　友彦，高田　祐輔，廣瀬　大輔，
櫻井　博文，羽生　春夫

10. 主幹脳動脈および頸動脈病変での
HMGB1蛋白の局在意義－続報－

第 56回日本神経学会学
術大会（2015.5.21）新潟
県新潟市

馬原　孝彦，広瀬　大輔，深沢　雷太，平尾健太郎，
清水聰一郎，羽生　春夫，内原　俊記

11. The eff ect of white matter hyperintensity 
volume on cognition and cerebral blood 
fl ow in late-life depression and mild cog-
nitive impairment

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟

Hirao K,  Lyman CH,  Yamashita F,  Marano CM,  Hanyu 
H,  Smith GS

12. DLB 診 断 に お け る DAT-SPECT と
MIBG心筋シンチグラフィ併用の有用
性

第 56回日本神経学会学
術 集 会（2015.5.20-23）
新潟

清水聰一郎，平尾健太郎，深澤　雷太，廣瀬　大輔，
金高　秀和，櫻井　博文，馬原　孝彦，羽生　春夫
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13. AD患者におけるリバスチグミン治療
効果に対する脳血管の検討

第 56 回日本神経学会
（2015.5.20-23）新潟

廣瀬　大輔，清水聰一郎，平尾健太郎，深澤　雷太，
金高　秀和，櫻井　博文，羽生　春夫

14. レビー小体型認知症「純粋型」の高齢
者剖検例

第 56回日本神経病理学
会 総 会 学 術 研 究 会
（2015.6.4）福岡

廣瀬　大輔，馬原　孝彦，金高　秀和，清水聰一郎，
櫻井　博文，羽生　春夫，村山　繁雄，広吉　祐子

15. もの忘れ外来での認知症行方不明者
アンケート結果

第 175回 東京医科大学
医学会総会（2015.6.6）

沖田　美佐，櫻井　博文，高田　祐輔，佐藤　友彦，
清水聰一郎，金高　秀和，馬原　孝彦，羽生　春夫

16. オ－トファジ－関連物質 Beclin-1の
頸動脈硬化病変での発現－第二報－

第 57回日本老年医学会
学会学術集会（2015.6.13）
横浜

馬原　孝彦，山川　仁子，高田　祐輔，羽生　春夫

17. 老年期うつ，軽度認知機能障害におけ
る大脳白質病変容積の認知機能，脳血
流に対する影響

第 57回日本老年医学会
学術大会（2015.6.12-14）
横浜

平尾健太郎，Lyman CH,  山下　典生，佐藤　友彦，
清水聰一郎，金高　秀和，櫻井　博文，Marano CM,  
羽生　春夫，Smith GS

18. 糖尿病性認知症における酸化ストレ
ス

第 57回日本老年病学会
（2015.6.12-15）横浜

深澤　雷太，佐藤　友彦，金高　秀和，櫻井　博文，
羽生　春夫

19. 高齢認知症患者の酸化ストレスマー
カー

第 57回 日本老年医学会
学術集会（2015.6.12-14）
横浜

畑中　啓邦，佐藤　友彦，髙田　祐輔，廣瀬　大輔，
櫻井　博文，羽生　春夫

20. DLB 診 断 に お け る DAT-SPECT と
MIBG心筋シンチグラフィ併用の有用
性

第 29回日本老年学会学
術集会（2015.6.14）横浜

清水聰一郎，平尾健太郎，深澤　雷太，廣瀬　大輔，
金高　秀和，櫻井　博文，馬原　孝彦，羽生　春夫

21. 当科における胃瘻造設術の成績 第 57回 日本老年医学会
（2015.6.12-14）横浜

金高　秀和，大沼　剛志，波岡那由太，畑中　啓邦，
深澤　雷太，久米　一誠，高田　祐輔，佐藤　友彦， 
山川　仁子，羽生　春夫

22. 当院での認知症行方不明者アンケー
ト結果

第 57回 日本老年医学会
学術集会（2015.6.12-14）
横浜

沖田　美佐，櫻井　博文，高田　祐輔，佐藤　友彦，
清水聰一郎，金高　秀和，馬原　孝彦，羽生　春夫

23. 認知症介護者の介護負担感と介護う
つに対する介護者教室の効果に関す
る研究

第 57回 日本老年医学会
学術集会（2015.6.12-14）
横浜

寺山　英之，櫻井　博文，金髙　秀和，清水聰一郎，
佐藤　友彦，平尾健太郎，久米　一誠，髙田　祐輔，
馬原　孝彦，羽生　春夫

24. 高齢者総合機能評価を用いた ADL 低
下と関連する要因の検討

第 57回 日本老年医学会
学術集会（2015.6.12-14）
横浜

波岡那由太，櫻井　博文，深澤　雷太，久米　一誠，
金髙　秀和，佐藤　友彦，羽生　春夫，岩本　俊彦，
告原　博美，土田　明彦

25. 高齢認知症患者の病型による酸化ス
トレスマーカーの比較検討

第 6回日本脳血管・認知
症 学 会（2015.9.16-19）
東京

畑中　啓邦，佐藤　友彦，波岡那由太，櫻井　博文，
羽生　春夫

26. 糖尿病性認知症の酸化ストレスマー
カー

第 6回日本脳血管・認知
症 学 会（2015.9.16-19）
東京

深澤　雷太，久米　一誠，佐藤　友彦，清水聰一郎，
金高　秀和，櫻井　博文，羽生　春夫

27. 糖尿病性認知症におけるフレイル 第 6回日本脳血管・認知
症 学 会（2015.9.16-19）
東京

廣瀬　大輔，深澤　雷太，畑中　啓邦，波岡那由太，
櫻井　博文，羽生　春夫

28. 後頸部痛で発症し，リウマチ性多発筋
痛症との鑑別が困難であった Crowned 
dens syndromeの一例

日本老年病学会地方会
（2015.9.26）東京

深澤　雷太，平尾健太郎，沖田　美佐，山川　仁子，
清水聰一郎，金高　秀和，馬原　孝彦，櫻井　博文，
羽生　春夫

29. 非典型的な頭部MRI所見を呈し，脳
炎との鑑別が困難であったクロイツ
フェルトヤコブ病の一例

第 62回日本老年医学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.9.26）東京

廣瀬　大輔，佐藤　靖子，深澤　雷太，高田　祐輔，
平尾健太郎，清水聰一郎，金高　秀和，馬原　孝彦，
櫻井　博文，羽生　春夫

30. The eff ect of white matter hyperintensity 
volume on cognition and cerebral blood 
fl ow in late-life depression and mild cog-
nitive impairment

第 34回日本認知症学会
学術大会（2015.10.2-4）
青森

Hirao K,  Lyman CH,  Yamashita F,  Marano CM,  Sato T,  
Shimizu S,  Kanetaka H,  Umahara T,  Sakurai H,  Hanyu 
H,  Smith GS
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31. 糖尿病性認知症の評価における
MMSEとMoCA-Jの比較

第 34回 日本認知症学会
（2015.10.2-4）青森

山川　仁子，沖田　美佐，佐藤　友彦，平尾健太郎，
清水聰一郎，金高　秀和，馬原　孝彦，櫻井　博文，
羽生　春夫

32. DLB 鑑別における各画像診断の有用
性について

第 34回 日本認知症学会
（2015.10.2-4）青森

竹野下尚仁，清水聰一郎，金高　秀和，平尾健太郎，
波岡那由太，馬原　孝彦，櫻井　博文，羽生　春夫

33. 糖尿病性認知症はフレイルの有症率
が高い

第 34回 日本認知症学会
（2015.10.2-4）青森

廣瀬　大輔，深澤　雷太，畑中　啓邦，波岡那由太，
櫻井　博文，羽生　春夫

34. DLBと AD鑑別における DAT-VIEW, 
DATQUANT の検討

第 34回日本認知症学会
総会（2015.10.2-4）青森

清水聰一郎，波岡那由太，金高　秀和，平尾健太郎，
櫻井　博文，馬原　孝彦，羽生　春夫

35. DLBと ADにおける VSRAD advance2
の新指標の比較

第 34回日本認知症学会
（2015.10.2-4）青森

金高　秀和，清水聰一郎，廣瀬　大輔，波岡那由太，
畑中　啓邦，深澤　雷太，佐藤　友彦，平尾健太郎，
櫻井　博文，羽生　春夫

36. 認知症行方不明者における背景因子
の検討

第 34回 日本認知症学会
学術集会（2015.10.2-4）
青森

沖田　美佐，櫻井　博文，佐藤　友彦，平尾健太郎，
清水聰一郎，金高　秀和，馬原　孝彦，羽生　春夫

37. 認知症介護者教室に参加した認知症
介護者の介護負担感と介護うつに関
する研究

第 34回 日本認知症学会
（2015.10.2-4）青森

寺山　英之，櫻井　博文，波岡那由太，ハイメ理恵子，
松下　　泉，大竹口幸子，金高　秀和，清水聰一郎，
馬原　孝彦，羽生　春夫

38. 認知機能障害を含む老年症候群と関
連する要因の診療科別の検討

第 34回 日本認知症学会
（2015.10.2-4）青森

波岡那由太，櫻井　博文，深澤　雷太，寺山　英之， 
金高　秀和，佐藤　友彦，岩本　俊彦，告原　博美，
土田　明彦，羽生　春夫

39. 糖尿病性認知症におけるフレイルと
の関連について

第 2回 日本サルコペニ
ア・フレイル研究会研究
発表会（2015.10.4）東京

佐藤　友彦，深澤　雷太，金高　秀和，櫻井　博文，
羽生　春夫

40. DAT-SPECTにおける DATQUANTと
DATview相関における検討

第 55回日本核医学会学
術集会総会（2015.11.5-7）
東京

清水聰一郎，波岡那由太，金高　秀和，平尾健太郎，
櫻井　博文，馬原　孝彦，羽生　春夫

41. フレイルと糖尿病性認知症との関連
について

第 74回西東京内分泌代
謝研究会（2015.12.7）東
京

佐藤　友彦，深澤　雷太，金高　秀和，櫻井　博文，
羽生　春夫

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 聞きたい，知りたい，認知症のすべて BS-TBS（2015.1.18） 東

京
羽生　春夫

2. 生活習慣病治療で認知症予防も Japan Medicine Monthly
（2015.1.25）東京

羽生　春夫

3. 認知症の正しい理解とその対応 市民のための公開認知症
講座（山梨県都留医師会，
都留市）（2015.2.7）都留

櫻井　博文

4. 認知症とは BS朝日（2015.3.8）東京 羽生　春夫
5. 認知症の迷子 讀賣新聞（2015.6.14）東

京
羽生　春夫

6. トウキョウもっと 2元気計画研究所 東 京 MXT（2015.10.24）
東京

羽生　春夫

7. 認知症における医療連携 東京都医療社会事業協会
研修会（2015.11.7）東京

櫻井　博文

8. 認知症，プライマリケア医による早期
の拾い上げが重要

M e d i c a l  T r i b u n e
（2015.11.26）東京

羽生　春夫
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呼吸器・甲状腺外科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　疾病の病態を理解し，適切な診断に基づいた治療を選択するには，普遍的な知識の整理と論理的な思考や新しい

知見が必要である。また，臨床的な題材を研究し，医学を発展させる意識を持つことも目標の一つである。
　　　　　　　実際の臨床で遭遇する事例を経験して，病態生理の理解と科学する習慣をつけることを目標とする。同時に，医

学を志す者として病める人の苦しみを共感できる人間性を養うことが必要である。
「現 状 説 明」　系統講義，少人数制講義，参加型臨床実習が主な教育内容である。試験の成績に関心を持つため，丸暗記を試み

る学生が多いのが残念である。視覚教材を用いて理解しやすい講義を行うとともに系統的な思考を養う。参加型
臨床実習では実地と議論を重視し，必要な普遍的知識の定着と応用の大切さを伝えている。

「点検・評価」　定期試験の他に OCSEや臨床実習での口頭試問や議論により知識と技術の定着を評価する。また，臨床実習で
は医師と看護師，患者さんからの評価を得て多面的評価を行う。結果は学生にフィードバックし双方向型の教育
を行っている。

「改 善 方 策」　肢選択式のみの試験では，思考過程に関する評価は困難であるため，口頭試問や日常の議論，臨床実技の内容を
評価に組み込むことが妥当と考える。試験のみにとらわれることなく，科学する心と人格を兼ね備え，社会貢献
できる医師を目指す。

「目標・改善方策の達成度」　 到達目標の 80%は達成した。参加型であることを認識した臨床実習を推進するとともに適切な評価，
フィードバックを行う必要がある。

【研究】
「到 達 目 標」　肺癌・甲状腺癌を中心に癌の病態解明，分子病理の診療への応用（生物学的悪性度評価，バイオマーカーの探索

など），医工連携（ロボットや内視鏡装置），臨床試験，治験などにより次世代の医療を構築することが目標であ
る。教室員には臨床能力とともに指導力，研究能力，倫理性も要求している。

「現 状 説 明」　分子生物，医工連携，光医学，臨床試験が研究のメインテーマである。質の高い国際的な論文を世界に向けて発
信するとともに，公的研究費の獲得や国内外の先端施設との共同研究などを通して教室員のアカデミズムを涵養
する。

「点検・評価」　臨床が忙しく，研究に費やす時間が限られているのが課題であるが，定期的な業績評価，研究会を通して研究の
進捗状況を把握している。臨床試験の支援のためCRC，研究補助のため実験助手を雇用し能率を向上させている。

「改 善 方 策」　最新の研究装置の導入や臨床検体の管理など全学的な共同施設の設置が望まれる。倫理委員会の充実とともに臨
床統計の専門家などは大学で雇用していただくよう希望する。

「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 80%は達成できたと評価する。切除標本を用いた基礎研究は重要であり，バイオバン
ク態勢の確立が必要である。

【診療】
「到 達 目 標」　肺癌，甲状腺癌に対する総合的な医療を提供する。診断から治療，緩和に至るまでを網羅した癌専門医としてふ

さわしい診療を行う。診断では画像診断や最先端の内視鏡システムを用いて癌の早期発見を行う。治療では早期
癌には胸腔鏡を用いた低侵襲治療，進行癌には集学的治療を行い，国際的にも質の高い治療を提供する。

「現 状 説 明」　肺癌，甲状腺癌とも手術件数，成績では日本屈指である。リスクの高い症例に対する手術や難易度の高い手術に
も十分対応している。新規薬剤も迅速に導入する。中心型早期肺癌のレーザー治療は，世界的にも有数な治療成
績を誇る。各科と連携し総合的な癌診療を行っている。気道狭窄に対するステント治療も院外から多くの要請が
ある。

「点検・評価」　呼吸器内科，放射線科，病理などの関連各科と緊密に連携をとり，定期的に検討会，キャンサーボードを開催し
ている。この会議で深い討議をし，エビデンスに基づくとともに，個人の背景までを考慮した治療方針を決定し
ている。

「改 善 方 策」　患者目線にたった診療を心がけ，外来での待ち時間の短縮や検査，治療の理解しやすい説明が課題である。ホー
ムページを頻繁にアップデートし，これを利用した疾病の説明なども採用している。メディカルスタッフに事務
職員も加えた包括的チームでより良い患者環境を目指す必要がある。

「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 80%は達成できたと評価する。胸腔鏡を用いた低侵襲治療に関しては，適応拡大（手
術件数の増加）やナビゲーションの日常利用など安全策での進歩があったと考える。高齢化により併発疾患を有
する患者さんの割合が多くなってきたため，関連各科とのコミュニケーションを円滑化していく。
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【社会貢献】
「到 達 目 標」　肺癌診療の拠点として，治験，臨床試験などを通してエビデンスを構築するとともに，ガイドライン策定などの

情報発信を行う。がん診療連携拠点病院として種々の立場で日本のがん診療の進歩に貢献し，がんの予防，啓蒙
活動を行うことが使命と思われる。

「現 状 説 明」　JCOG,WJOGなどの多施設共同試験に参加，貢献するとともに，がんに関する正しい知識や標準治療の教育活動
を行っている。適時，画像読影会，市民公開講座，先端医療の講演会を行っている。

「点検・評価」　 当科に籍を置く多くの呼吸器外科専門医が，関東を中心とするがん診療拠点病院や地域中核病院に従事している。
専門医として日本の肺癌診療の均てん化に大いなる貢献をしていると考える。

「改 善 方 策」　さらに幅広い情報発信をするとともに，禁煙，肺癌検診の受診向上，青少年へのがん教育などをより積極的に行
いたい。早期発見から診断，治療，緩和まで，あらゆる相をカバーした肺癌診療を推進する。

「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 80%は達成した。難治疾患の診療とともに重要な情報を地域や社会へ発信する事業を
次年度も引き続き行いたい。

I.　著書
1. EBMを活かす呼吸器診療
　総論 II呼吸器に特異的な治療　内
視鏡的治療

株式会社メディカル
ビュー社，108-112, 2015

前原　幸夫，池田　徳彦
（編：高橋　和久*，児玉　裕三*）

2. 先端医療シリーズ 46　呼吸器疾患診
療の最先端
　第 1章　トピックス
　9.　症例登録システム NDCと呼吸
器外科

先端医療技術研究所，
38-40, 2015

池田　徳彦
（編：杉山幸比古*，近藤　　丘*，中西　洋一*，
奥村明之進*，他）

3. 　第 3章　診断法
　5.　Optical Coherence Tomography
（OCT）

75-78 大谷　圭志，池田　徳彦
（編：杉山幸比古*，近藤　　丘*，中西　洋一*，
奥村明之進*，他）

4. 細胞診ガイドライン 4　呼吸器・胸腺・
体腔液・リンパ節　2015年度版　
　転移性肺腫瘍

金 原 出 版 株 式 会 社，
54-57, 98-101, 2015

前田　純一，垣花　昌俊
（編：公益社団法人　日本臨床細胞学会）

5. 新 呼吸器専門医テキスト　
　総論　V治療　　21　E．胸腔鏡手
術

南江堂，265-266, 2015 前田　純一，池田　徳彦（編：日本呼吸器学会）

6. 　総論　V治療　　21　F．縦隔リン
パ節郭清

　　　　267-268 前田　純一，池田　徳彦（編：日本呼吸器学会）

7. 気道食道異物摘出マニュアル
　7.成人気管・気管支異物-呼吸器外
科での摘出の実際-

金原出版株式会社，137-

150, 2015
古川　欣也（編：日本気管食道科学会）

II.　学術論文
A1. Combination eff ect of photodynamic ther-

apy using NPe6 with pemetrexed for 
human malignant pleural mesothelioma 
cells

Int J Oncol 46（2）：741-

749, 2015（IF=3.018）
Maehara S,  Usuda J*,  Ishizumi T*,  Ichinose S,  Ohtani K,  
Inoue T*,  Imai K,  Furumoto H,  Kudo Y,  Kajiwara N,  
Ohira T,  Ikeda N

2. Clinical usefulness of gefi tinib for non-

small-cell lung cancer with a double epi-
dermal growth factor receptor mutation

Molecular and Clinical 
Oncology 3（2）：329-333, 
2015

Oikawa T,  Ohira T,  Otani K,  Hagiwara M,  Konaka C*,  
Ikeda N

3. Cost-benefi t performance of robotic sur-
gery compared with video-assisted thora-
coscopic surgery under the Japanese 
National Health Insurance System

Ann Thorac Cardiovasc 
Surg 21（2）：95-101, 2015
（IF=0.658）

Kajiwara N,  Barron JP*,  Kato Y,  Kakihana M,  Ohira T,  
Kawate N*,  Ikeda N

4. Maximizing use of robot-arm No. 3 in da 
Vinci-assisted thoracic surgery

International Surgery 100
（ 5）：9 3 0-9 3 3 ,  2 0 1 5
（IF=0.5）

Kajiwara N,  Maeda J,  Yoshida K,  Kato Y,  Hagiwara M,  
Kakihana M,  Ohira T,  Kawate N*,  Ikeda N
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5. Survival of a surgical series of lung cancer 
patients with synchronous multiple 
ground-glass opacities, and the manage-
ment of their residual lesions

Lung Cancer 88（2）：174-

180, 2015（IF=3.767）
Shimada Y,  Saji H*,  Otani K,  Maehara S,  Maeda J,  
Yoshida K,  Kato Y,  Hagiwara M,  Kakihana M,  Kaji-
wara N,  Ohira T,  Akata S,  Ikeda N

6. Inter-Rater agreement of sputum cytology 
for lung cancer screening in Japan

Diagnostic Cytopathology 
43（7）：543-550, 2015
（IF=0.98）

Endo C*,  Nakashima R*,  Taguchi A*,  Yahata K*,  Kawahara 
E*,  Shimagaki N*,  Kamio J*,  Saito Y*,  Ikeda N,  Sato M*

7. Association between high-resolution 
computed tomography fi ndings and the 
IASLC/ATS/ERS classifi cation of small 
lung adenocarcinomas in Japanese 
patients

Lung Cancer 90（1）：
47-54, 2015（IF=3.767）

Kudo Y,  Matsubayashi J,  Saji H*,  Akata S,  Shimada Y,  
Kato Y,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Nagao T,  
Ikeda N

8. Postoperative radiotherapy is eff ective for 
thymic carcinoma but not for thymoma in 
stage II and III thymic epithelial tumors：
the Japanese Association for Research on 
the Thymus Database Study

Cancer 121（7）：1008-

1016, 2015（IF=5.649）
Omasa M*,  Date H*,  Sozu T*,  Sato T*,  Nagai K*,  Yokoi K*,  
Okamoto T*,  Ikeda N,  Tanaka F*,  Maniwa Y*,  for the Jap-
anese Association for Research on the Thymus

9. Prognostic factors for survival after recur-
rence in patients with completely resected 
lung adenocarcinoma：important roles of 
epidermal growth factor receptor mutation 
status and the current staging system

Clin Lung Cancer 16（6）：
e213-221, 2015（IF=3.03）

Kudo Y,  Shimada Y,  Saji H*,  Kato Y,  Yoshida K,  Matsu-
bayashi J,  Nagase S,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  
Nagao T,  Ikeda N

10. Eff ectiveness of polyglycolic acid sheet 
covering and platelet-rich plasma after 
video-assisted thoracic surgery for spon-
taneous pneumothorax

Thorac Cardiovasc Surg in 
press：2015（IF=0.957）

Kimura M,  Miyajima K,  Kono T*,  Hayashi A*,  Iwaya K*,  
Ikeda N

11. Factors infl uencing the diagnostic accu-
racy of identifying the histologic type of 
non－small-lung cancer with small 
samples

Clin Lung Cancer 16（5）：
374-378, 2015（IF=3.03）

Oikawa T,  Ohira T,  Matsubayashi J,  Konaka C*,  Ikeda N

12. Photodynamic therapy（PDT）with che-
motherapy for advanced lung cancer with 
airway stenosis

Int J Mol Sci 16（10）：
2 5 4 6 6-2 5 4 7 5 ,  2 0 1 5
（IF=3.257）

Kimura M,  Miyajima K,  Kojika M,  Kono T*,  Kato H

13. Surgical outcomes of lung cancer in 
patients with combined pulmonary fi bro-
sis and emphysema

Ann Surg Oncol 22（S3）：
1 3 7 1-1 3 7 9 ,  2 0 1 5
（IF=3.655）

Mimae T*,  Suzuki K*,  Tsuboi M*,  Nagai K*,  Ikeda N,  
Mi tsudomi T*,  Saji H*,  Okumura S*,  Okumura M*,  
Yoshimura K*,  Okada M*

14. The prognostic impact of lymph-node dis-
section on lobectomy for pulmonary 
metastasis

Eur J Cardiothorac Surg 48
（ 4）：6 1 6-6 2 1 ,  2 0 1 5
（IF=2.803）

Shiono S*,  Matsutani N*,  Okumura S*,  Nakajima J*,  Horio 
H*,  Kohno M*,  Ikeda N,  Kawamura M*；Metastatic Lung 
Tumor Study Group of Japan

15. High-quality 3-dimensional imaging for 
patients with anomalous pulmonary veins

Asian Cardiovasc Thorac 
Ann 23（5）：585-587 , 
2015

Fukuta K,  Shimada Y,  Hagiwara M,  Kajiwara N,  Ohira 
T,  Ikeda N

16. Survival outcomes for oligometastasis in 
resected non-small cell lung cancer

Asian Cardiovasc Thorac 
Ann 23（8）：937-944 , 
2015

Shimada Y,  Saji H*,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  
Ikeda N

17. A proteomic profi ling of laser-microdis-
sected lung adenocarcinoma cells of early 
lepidic-types

Clin Transl Med 4（1）：64, 
2015

Kato Y,  Nakamura H*,  Tojo H*,  Nomura M*,  Nagao T*,  
Kawamura T*,  Kodama T*,  Ohira T,  Ikeda N,  Fehniger T*,  
Marko-Varga G*,  Nishimura T,  Kato H

18. Utility of chemical shift-MRI for anterior 
mediastinal mature teratoma

東 医 大 誌 73（2）：137-

143, 2015
桝野　龍平，赤田　壮市，朴　　辰浩，松林　　純，
池田　徳彦，斎藤　和博，徳植　公一
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19. Three-dimensional multidetector com-
puted tomography may aid preoperative 
planning of the transmanubrial osteomus-
cular-sparing approach to completely 
resect superior sulcus tumor

Gen Thorac Cardiovasc 
Surg 63（11）：627-631, 
2015

Saji H*,  Kato Y,  Shimada Y,  Kudo Y,  Hagiwara M,  
Ma tsubayashi J,  Nagao T,  Ikeda N

B1. Correlation between whole tumor size and 
solid component size on high-resolution 
computed tomography in the prediction of 
the degree of pathologic malignancy and 
the prognostic outcome in primary lung 
adenocarcinoma

Acta Radiol 56（10）：
1187-1195, 2015（IF=2.009）

Saji H*,  Matsubayashi J,  Akata S,  Shimada Y,  Kato Y,  
Kudo Y,  Nagao T,  Park J,  Kakihana M,  Kajiwara N,  
Ohira T,  Ikeda N

2. 内視鏡下手術　プロの技 気管・気管
分岐部病変に対する気管支鏡下拡張
手技とステント留置術（解説）

日本気管食道科学会会報 
66（2）：92-94, 2015

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，齋藤　　誠，
池田　徳彦

3. 日本肺癌学会・日本臨床細胞学会　2
学会合同委員会報告：肺がん検診にお
ける喀痰細胞診の診断一致性と標準
化

肺 癌 55（6）：859-865, 
2015

佐藤　雅美*，柴　　光年*，齋藤　泰紀*，佐藤　之俊*，
渋谷　　潔*，土田　敬明，中山　富雄*，宝来　　威*，
池田　徳彦，河原　　栄*，三浦　弘之，その他 10名

C1. 肺動脈血管内に増殖した大腸癌肺転
移の一例

日本呼吸器外科学会誌 
29（1）：89-94, 2015

福田賢太郎，田中　浩一，谷岡　利朗*，山上　英樹*

2. 大腸閉塞で発症した空腸異所性膵癌
の 1例

日本臨床外科学会雑誌 
76（8）：2032-2036, 2015

松山　貴俊*，奥野　圭祐*，柿本　應貴*，輿石　晴也，
吉村　哲規*

3. Custom-made Dumon Yステントで食
道気管瘻を閉鎖したヘルペス食道炎
の 1例

気 管 支 学 37（6）：660-

665, 2015
今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，齋藤　　誠，
池田　徳彦

III.　学術刊行物
A1. 中心型早期肺癌の深達度診断におけ
る OCTの有用性

日本工業出版，光アライ
ア ン ス 26（7）：45-48, 
2015

大谷　圭志，池田　徳彦

2. 外傷性肺損傷 南江堂，胸部外科68（8）：
654-659, 2015

吉田　浩一， 一ノ瀬修二，池田　徳彦

3.【呼吸器外科の手術看護パーフェクト
マニュアル】（第 2章）実践編　術式
別の術中看護マニュアル 肺癌に対す
る肺葉切除術（図説 /特集）

メディカ出版，オペナー
シング臨時増刊：85-92, 
2015

名和　公敏，池田　徳彦

4.【肺がん患者の治療とケア最前線】 肺
がんの治療法を知る　手術　光線力
学療法を含む（解説 /特集）

南江堂，がん看護20（6）：
595-599, 2015

宮島　邦治

5. 硬性気管支鏡の挿入と操作のコツ 南江堂，胸部外科 68
（11）：894, 2015

古川　欣也

B1. 座談会　呼吸器領域におけるロボッ
ト手術の展望～ダヴィンチの現場か
ら見えたこと～

アスカコーポレーショ
ン，Lung Cancer Cutting 
Edge 62：2-5, 2015

岡田　守人*，伊達　洋至*，中村　廣繁*，池田　徳彦

2. 甲状腺分化癌の国内における放射性
ヨウ素治療の現状

エーザイ株式会社，CLI-
NICIAN 62（8）：41-47, 
2015

筒井　英光

3. 肺癌手術　開胸か内視鏡か（座談会） 一般社団法人呼吸研究，
呼 吸 34（4）：352-360, 
2015

加藤　治文，河野　　匡*，坪井　正博*，宮島　邦治
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4. 癌領域における光線力学的療法の可
能性を求めて（座談会）

メディカルレビュー社，
Pharma Medica 33（2）：
104-109, 2015

加藤　治文，古川　欣也，伊関　　洋*

5.【伊藤病院スペシャル　甲状腺疾患の
臨床力を磨く】 スペシャリストの甲状
腺疾患治療テクニック　甲状腺腫瘍
の内用療法（解説 /特集）

新興医学出版社，Mod-
ern Physician 35（9）：
1096-1099, 2015

渋谷　　洋

6. 新たな気道ステント留置について　
適応と限界（座談会）

一般社団法人呼吸研究，
呼 吸 34（2）：133-142, 
2015

宮澤　輝臣*，岩崎　昭憲*，沖　　昌英*，古川　欣也

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Minimally invasive surgery of early lung 

cancer
12th International Stereo-
tactic Radiosurgery Society 
C o n g r e s s（2 0 1 5 . 6 . 8）
Yokohama

Ikeda N

2. Drastic morphological and molecular dif-
ferences between lymph node micrometa-
static tumors and macrometastatic tumors 
of lung adenocarcinoma

3rd International Confer-
ence of Federation of Asian 
Clinical Oncology（FACO）
（2015.10.30）Kyoto

Aramaki N,  Ishii G*,  Yamada E*,  Aokage K*,  Kojima M*,  
Hishida T*,  Yoshida J*,  Ochiai A*,  Tsuboi M*,  Ikeda N

3. Endobronchial navigation The 2nd International Con-
ference of  Asia Thoraco-
scopic Surgery Education 
P r o g r a m （ A T E P ）
（2015.12.5）Bundang, 

Korea

Yoshida K

B1. Three-dimensional image navigation for 
lung resection and bronchoscopy

SNUBH 5th Winter Tho-
racic Research Camp
（2015.1.16）Seoul, Korea

Shimada Y

2. Navigation bronchoscopy SNUBH 5th Winter Tho-
racic Research Camp
（2015.1.16）Seoul, Korea

Ikeda N

3. Two cases of thyroid occult cancer diag-
nosed by neck lymph node metastasis

The 26th Annual Meeting 
of ASIA-PACIFIC ENDO-
CRINE CONFERENCE
（2015.2.13）Hawaii, USA

Tamura A,  Tsutsui H,  Hoshi M,  Suzuki A,  Ikeda N

4. A case of long-term control for stenosis of 
laryngotracheal caused by infi ltration of 
thyroid cancer using endoscopic tumor 
ablation

The 26th Annual Meeting 
of ASIA-PACIFIC ENDO-
CRINE CONFERENCE
（2015.2.13）Hawaii, USA

Hoshi M,  Tsutsui H,  Suzuki A,  Tamura A,  Ikeda N

5. Limits and refractoriness of radioiodine 
Therapy

The 26th Annual Meeting 
of ASIA-PACIFIC ENDO-
CRINE CONFERENCE
（2015.2.13）Hawaii, USA

Shibuya H,  Sugino K*,  Ogimi Y*,  Saito F*,  Masaki C*,  
Akaishi J*,  Tomoda C*,  Matsuzu K*,  Suzuki A,  Uruno T*,  
Ohkuwa K*,  Kitagawa W*,  Nagahama M*,  Ito K*

6. Examination of prognostic factors in cases 
receiving UFT as postoperative adjuvant 
chemotherapy for lung cancer

European Lung Cancer 
C o n f e r e n c e  2 0 1 5
（2 0 1 5 . 4 . 1 5）G e n e v a , 

Switzerland

Nawa K,  Yoneyama R,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira 
T,  Ikeda N
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7. New therapeutic approach for mesotheli-
oma

European Lung Cancer 
C o n f e r e n c e  2 0 1 5
（2 0 1 5 . 4 . 1 5）G e n e v a , 

Switzerland

Sakata Y,  Takahashi M*,  Ino *Y,  Todo T*,  Ikeda N

8. Correlation between high-resolution com-
puted tomography fi ndings and IASLC/
ATS/ERS classifi cation of small lung ade-
nocarcinomas in Japanese patients

2015 The American Soci-
ety of Clinical Oncology
（ASCO）Annual Meeting 
（2015.6.1）Chicago, USA

Kudo Y,  Matsubayashi J,  Shimada Y,  Akata S,  Kato Y,  
Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Nagao T,  Ikeda N

9. New therapeutic approach for lung cancer 23rd European Conference 
on General Thoracic Sur-
gery（2015.6.1）Lisbon, 
Portugal

Sakata Y,  Ino Y*,  Todo T*,  Ikeda N

10. Usefulness of the tumor marker index as a 
prognostic predictor of stage I non-small 
cell lung cancer

23rd European Conference 
on General Thoracic Sur-
gery（2015.6.1）Lisbon, 
Portugal

Yamaguchi G  

11. Survival of patients with clinical stage 
IIIA N2 NSCLC：impact of the new cate-
gorization of N2 involvement on 3rd edi-
tion ACCP guidelines according to types 
of multimodality therapy

23rd European Conference 
on General Thoracic Sur-
gery（2015.6.2）Lisbon, 
Portugal

Shimada Y,  Kato Y,  Maeda J,  Yoshida K,  Hagiwara M,  
Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda N

12. Validation of usefulness and pitfall of new 
technique for identifying intersegmental 
plane using indocy amine green injection 
in right S2 segmentectomy by vats

23rd European Conference 
on General Thoracic Sur-
gery（2015.6.2）Lisbon, 
Portugal

Harada M,  Murayama T*,  Horio H*

13. Thoracoscopic surgery versus open sur-
gery for lung metastases of colo-rectal 
cancer：a multi-institutional retrospective 
analysis using propensity score adjust-
ment

23rd European Conference 
on General Thoracic Sur-
gery（2015.6.2）Lisbon, 
Portugal

Murakawa T*,  Sato H*,  Okumura S*,  Nakajima J*,  Horio H*,  
Ozeki Y*,  Asamura H*,  Ikeda N,  et al

14. Prognostic factors for survival after recur-
rence in patients with completely resected 
lung adenocarcinoma

The 61st Annual Congress 
of International College of 
Surgeons Japan Section
（2015.6.20）Tokyo

Kudo Y,  Shimada Y,  Kato Y,  Yoshida K,  Matsubayashi J,  
Nagase S,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Nagao T,  
Ikeda N

15. A clinicopathological study of resected 
small-sized non-small cell lung cancer 2 
cm or less in diameter with N2 lymph 
node metastasis

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.7）
Denver, USA

Kato Y,  Osawa J,  Shimada Y,  Maeda J,  Yoshida K,  
Hagiwara M,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda 
N

16. Multicenter study of the usefulness of 
FDG-PET as a predictor of the clinico-
pathological characteristics and prognosis 
of lung cancer

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.7）
Denver, USA

Ikeda N,  Kato Y,  Ohira T,  Nakayama H*,  Okuda M*

17. Intra-operative pleural lavage cytology 
after thoracotomy for lung cancer

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.7）
Denver, USA

Kakihana M,  Nawa K,  Kato Y,  Hagiwara M,  Maeda J,  
Yoshida K,  Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda N

18. Clinicopathologic and biological charac-
teristics of young age non-small cell lung 
cancer

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.7）
Denver, USA

Ohira T,  Ohtani K,  Kataba H,  Maehara S,  Shimada Y,  
Maeda J,  Yohida K,  Kato Y,  Hagiwara M,  Kakihana M,  
Kajiwara N,  Ikeda N

19. Oncolytic virus therapy for lung cancers 
using a genetically engineered oncolytic 
herpes simplex virus type 1 G47Δ

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.7）
Denver, USA

Sakata Y,  Ino Y*,  Todo T*,  Ikeda N
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20. Development of the new photodynamic 
therapy for peripheral type lung cancer

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.8）
Denver, USA

Ohtani K,  Maehara S,  Kudo Y,  Ono S,  Osawa J,  Kaki-
hana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda N

21. Impact of lymph node involvement on 
survival in patients with completely 
resected pulmonary squamous cell carci-
noma

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.8）
Denver, USA

Kudo Y,  Shimada Y,  Amemiya R,  Maeda J,  Yoshida K,  
Kato Y,  Hagiwara M,  Matsubayashi J,  Kakihana M,  
Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda N

22. Minority exon 19 deletions also have 
major response of EGFR tyrosine kinase 
inhibitors in non-small cell lung cancer

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.8）
Denver, USA

Nakajima E,  Sugita M,  Furukawa K,  Miura H,  Taka-
hashi H,  Ikeda N,  Hirsch FR*,  Franklin WA*

23. Biomarkers for effi  cacy in JO25567 study 
evaluating Erlotinib plus Bevacizumab 
versus Erlotinib in advanced NSCLC with 
EGFR mutation

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.8）
Denver, USA

Atagi S*,  Nishio M*,  Goto K*,  Hosomi Y*,  Seto T*,  Hida T*,  
Nakagawa K*,  Yoshioka H*,  Nogami N*,  Maemondo M*,  
Nagase S,  et al

24. Actual situation of adjuvant chemotherapy 
for NSCLC in Japan

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.8）
Denver, USA

Nakajima R,  Inoue H*,  Kimura M*,  Tsukioka T*,  Taka-
hama M*,  Yamamoto R*

25. Evaluation of a new chest tube manage-
ment using digital air leak monitoring 
after lung resection

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.9）
Denver, USA

Yoshida K,  Kato Y,  Shimada Y,  Otani K,  Maeda J,  
Hagiwara M,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda 
N

26. Maximizing use of robot-arms in the 
robot-assisted thoracic surgery

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.9）
Denver, USA

Kajiwara N,  Shimada Y,  Maehara S,  Otani K,  Maeda J,  
Yoshida K,  Kato Y,  Hagiwara M,  Kakihana M,  Ohira T,  
Ikeda N

27. Phase II study of Carboplatin plus weekly 
Nab-Paclitaxel in elderly patients with 
NSCLC：North Japan Lung Cancer Study 
Group trial 1310

16th World Conference on 
Lung Cancer（2015.9.9）
Denver, USA

Ishimoro O*,  Usui K*,  Maemondo M*,  Miyauchi E*,  Saito 
H*,  Fujita Y*,  Kato T*,  Suzuki T*,  Nakagawa T*,  Harada T*,  
Miura H,  et al

28. Intra-operative simulation and navigation 
in cardiothoracic surgery

29th EACTS Annual Meet-
ing（2015.10.6）Amster-
dam, Netherlands

Ikeda N

29. Adjuvant chemotherapy for stage IB non-

small cell lung cancer based on blood ves-
sel invasion

29th EACTS Annual Meet-
ing（2015.10.6）Amster-
dam, Netherlands

Kudo Y,  Shimada Y,  Amemiya R,  Kato Y,  Kakihana M,  
Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda N

30. Klotho expression induces apoptosis of 
cancer cells against anti-cancer agents

3rd International Confer-
ence of Federation of Asian 
Clinical Oncology（FACO）
（2015.10.29）Kyoto

Kudo Y,  Usuda J*,  Osawa J,  Ono S,  Maehara S,  Ohtani 
K,  Kato Y,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda N

31. VATS：one name-diff erent techniques the 
rationale fundamentals for various 
approaches energy device and staplers

ADVANCED VIDEO-

ASSISTED AND THORA-
C O S C O P I C  P R O C E -
DURES ADVANCED 
COURSE Ircad 2015
（2015.12.3）Changhua 

County, Taiwan

Maeda J

32. Thoracoscopic segmentectomy and LN 
dissection：How I do it?

ADVANCED VIDEO-

ASSISTED AND THORA-
C O S C O P I C  P R O C E -
DURES ADVANCED 
COURSE Ircad 2015
（2015.12.4）Changhua 

County, Taiwan

Maeda J
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33. 3D modeling and lung anatomical resec-
tion  3-dimensional image simulation for 
lung resection

ADVANCED VIDEO-

ASSISTED AND THORA-
C O S C O P I C  P R O C E -
DURES ADVANCED 
COURSE Ircad 2015
（2015.12.4）Changhua 

County, Taiwan

Maeda J

国内学会
A1. 分化型甲状腺癌におけるタイロゲン
を用いた I-131外来アブレーション

第 25回日本頭頸部外科
学会総会ならびに学術講
演会（2015.1.30）大阪

筒井　英光

2. 硬性気管支鏡挿入手技とアルゴンプ
ラズマ凝固法

第 7回呼吸器インターベ
ンション動物セミナー
（2015.1.30）神奈川

古川　欣也

3. 硬性気管支鏡 第 7回呼吸器インターベ
ンション動物セミナー
（2015.1.31）神奈川

古川　欣也

4. 硬性気管支鏡下ステント留置術のコ
ツとピットフォール

第 22回気管支鏡専門医
大会（2015.2.14）長崎

古川　欣也

5. 非小細胞癌 IIIA期-N2症例の治療：打
開策は何か ?

第 26回文京区呼吸器外
科研究会（2015.4.4）東
京

池田　徳彦

6. 転移性肺腫瘍の細胞診と臨床像 第 33回北九州胸部疾患
研究会（2015.4.10）小倉

三浦　弘之

7. 呼吸器外科の全国データベースの現
状と NCDへの期待

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.17）
名古屋

奥村明之進*，遠藤　俊輔*，池田　徳彦

8. 当院における完全胸腔鏡下肺手術－
血管損傷の傾向と対策－

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

前田　純一，前原　幸夫，工藤　勇人，牧野洋二郎，
吉田　浩一，加藤　靖文，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

9. 積極的縮小手術症例の長期成績～再
発数は少ないが，標準手術では再発は
防ぎ得たのか ?～

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

伊藤　宏之*，中山　治彦*，西井　鉄平*，古本　秀行，
伊坂　哲哉*，永田　　仁*

10. 化学療法時代別に見た大腸癌肺転移
術後成績の変化－大規模多施設デー
タベースによる検討

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

中島　　淳*，飯田　智彦*，奥村　　栄*，堀尾　裕俊*，
河野　光智*，尾関　雄一*，池田　徳彦，松隈　治久*，
千田　雅之*，秦　　美暢*，川村　雅文*

11. 大腸癌肺転移切除成績および再発後
新規化学療法の効果

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

松崎　智彦*，伊藤　宏之*，伊坂　哲哉*，古本　秀行，
永田　　仁*，西井　鉄平*，山田　耕三*，横瀬　智之*，
中山　治彦*，岩崎　正之*

12. c-N2 IIIA期肺扁平上皮癌に対する導
入化学放射線療法後の胸腔鏡補助下
右上葉切除術

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

原田　匡彦，羽藤　　泰*，鈴木　繁樹*，村上　聡子*，
堀尾　裕俊*

13. NCD関連作業部会報告 第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

遠藤　俊輔*，近藤　晴彦*，佐藤　雅美*，千田　雅之*，
豊岡　伸一*，横井　香平*，吉田　浩一，中島　　淳*，
池田　徳彦

14. 右主肺動脈の処理に難渋した右上葉
切除術後の右肺残存肺全摘術

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

高濱　　誠*，中嶋　　隆，木村　通孝*，月岡　卓馬*，
山本　良二*

15. 舌区区域切除術後に左 S3に発生した
異時性肺癌に対する残存左上葉切除
術

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

高濱　　誠*，中嶋　　隆，木村　通孝*，月岡　卓馬*，
山本　良二*
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16. 完全胸腔鏡下手術における適切なデ
バイスの選択と工夫

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

池田　徳彦

17. 新規レーザーファイバーによる末梢
肺への PDTの有用性

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

大谷　圭志，前原　幸夫，工藤　勇人，小野祥太郎，
大澤潤一郎，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

18. 肺癌薬物療法のための呼吸器内視鏡
検査の重要性

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

大平　達夫，片場　寛明，大谷　圭志，前田　純一，
吉田　浩一，加藤　靖文，萩原　　優，垣花　昌俊，
長瀬　清亮，梶原　直央，池田　徳彦

19.「肺がん化学療法における悪心・嘔吐
対策」～制吐療法の現状と進歩～

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

長瀬　清亮

20. 良性気道狭窄金属 stent留置例に対す
る Argon Plasma 凝固装置（APC）を
用いた気道内金属 stentの部分除去

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

中嶋　　隆，丁　　奎光*，月岡　卓馬*，木村　通孝*，
高濱　　誠*，山本　良二*

21. ICG溶液区域気管支注入による区域間
面同定法を用いた胸腔鏡補助下左
S9-10区域切除術

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

原田　匡彦，村上　聡子*，高橋　一哉*，堀尾　裕俊*

22. 胸腔鏡手術（VATS）とロボット手術
（RATS）の比較検討

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

梶原　直央，前田　純一，吉田　浩一，加藤　靖文，
萩原　　優，垣花　昌俊，長瀬　清亮，筒井　英光，
大平　達夫，池田　徳彦

23. 気管支鏡下生検時の迅速細胞診導入
後の短期成績と有用性の検討

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

垣花　昌俊，名和　公敏，本多　英俊，米山　礼美，
長瀬　清亮，加藤　靖文，梶原　直央，筒井　英光，
大平　達夫，長尾　俊孝，池田　徳彦

24. C-VATS～当該施設における手術手技
と工夫～

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

萩原　　優

25. 重症筋無力症に対する両側アプロー
チによる胸腔鏡下拡大胸腺摘出術

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

吉田　浩一，萩原　　優，牧野洋二郎，前原　幸夫，
大谷　圭志，加藤　靖文，鈴木　明彦，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

26. 会長講演：呼吸器内視鏡の先達から学
ぶこと：連携に勝るものなし

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

池田　徳彦

27. 中枢気道狭窄の対処法－硬性気管支
鏡下手技を中心に－

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

古川　欣也

28. ワークステーションを利用した最先
端の画像解析～治療応用について～

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

吉田　浩一，

29. 当院における VBNおよび EBUS-GS
を使用した TBLBの診断成績

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

前田　純一，米山　礼美，牧野洋二郎，濱中和嘉子，
名和　公敏，前原　幸夫，嶋田　善久，吉田　浩一，
本多　英俊，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

30. 小型非小細胞肺癌（2cm以下）N2症
例の治療戦略：現状と方向性

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

加藤　靖文，嶋田　善久，大澤潤一郎，前田　純一，
吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

31. 臨床病期 IIIA N2非小細胞肺癌の術前
診断と手術成績の検討

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

嶋田　善久，加藤　靖文，大澤潤一郎，前田　純一，
吉田　浩一，萩原　　優，長瀬　清亮，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

32. 気管支鏡はここまで進歩している：最
新の肺癌診断・治療

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

大谷　圭志
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33. ハンズオンセミナー（硬性気管支鏡手
技）

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

古川　欣也

34. 完全胸腔鏡下肺手術のおけるエネル
ギーデバイス使用時の工夫とリスク
対応

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.18）
東京

前田　純一，牧野洋二郎，前原　幸夫，吉田　浩一，
加藤　靖文，萩原　　優，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

35. 当院における胸腔鏡手術開胸移行例
の検討

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.19）
東京

前原　幸夫，前田　純一，牧野洋二郎，嶋田　善久，
吉田　浩一，加藤　靖文，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

36. 気道浸潤甲状腺癌に対する内視鏡下
腫瘍焼灼術

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.19）
東京

筒井　英光，鈴木　明彦，矢野由希子，星　　雅恵，
田村　温美，小原　亮爾，池田　徳彦

37. 甲状腺癌に対する分子標的薬治療－
他科との連携経験について－

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.19）
東京

神森　　眞*，福森　龍也*，杉下　佳之*，吉川　啓一*，
星　　雅恵，清水　一雄*，山田　　哲*，加藤　俊介*

38. 東京医科大学における肺癌診療・研究
の現状

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

大平　達夫

39. 胸部単純 X線読影法 第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

三浦　弘之

40. 甲状腺癌（ガイドライン） 第 23回日本外科学会生
涯 教 育 セ ミ ナ ー
（2015.9.19）東京

筒井　英光

41. 肺癌新国際分類の細胞像 第 52回長野県関甲信支
部 医 学 検 査 学 会
（2015.10.18）

三浦　弘之

42. cT1-2N0M0非小細胞肺癌における
Occult N2症例の特徴とリンパ節廓清
度に関する検討

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.19）神戸

名和　公敏，米山　礼美，小野祥太郎，嶋田　善久，
垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

43. 末梢肺癌に対する PDTに向けた各種
レーザープローブの比較検討

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
宇都宮

大谷　圭志，前原　幸夫，工藤　勇人，小野祥太郎，
古川　欣也，奥仲　哲弥*，荒井　恒憲*，加藤　治文，
池田　徳彦

44. 中枢気道のレーザー治療 第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
宇都宮

土田　敬明，出雲　雄大*，松元　祐司*，平石　尚久*

45. PDT施行 1年後の異時性病変に対し
て胸腔鏡下肺葉切除を施行した多発
早期肺癌の治療経験

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
宇都宮

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，大森　智一，
今井健太郎，森下由紀雄，古川　欣也

46. 末梢型肺癌に対する光線力学的治療
における臨床試験の現状と問題点

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
宇都宮

土田　敬明，出雲　雄大*，松元　祐司*，平石　尚久*

47. 進行・転移性甲状腺癌治療　分子標的
治療によるアプローチ

第 48回日本甲状腺外科
学 会 学 術 集 会
（2015.10.29）東京

筒井　英光

48. 非小細胞肺癌に対する根治切除後の
リンパ節再発に対する放射線治療成
績

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.30）
京都

三上　隆二，中山　秀次，齋藤　辰彦，徳増　健二，
糸永　知広，田島　　祐，白石　沙眞，大久保　充，
吉田　浩一，池田　徳彦，徳植　公一

49. 肺癌治療における PDT：過去・現在・
未来

第 10回長崎光線力学的
療 法（PDT） 研 究 会
（2015.11.2）長崎

池田　徳彦



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等
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50. ホルマリン固定保管組織を用いた甲
状腺乳頭癌肺転移予測マーカーに関
連する蛋白質の解析

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

星　　雅恵，筒井　英光，野村　将春*，久保田光博，
鈴木　明彦，池田　徳彦，松林　　純，長尾　俊孝，
木原　　誠*，西村　俊秀

51. 呼吸器外科領域におけるロボット手
術の有用性

第 67回日本気管食道科
学会総会ならびに学術講
演会（2015.11.19）福島

梶原　直央，前田　純一，吉田　浩一，加藤　靖文，
萩原　　優，垣花　昌俊，筒井　英光，大平　達夫，
池田　徳彦

52. 気道ステントによる食道気管・気管支
廔閉鎖術－呼吸器外科の立場から－

第 67回日本気管食道科
学会総会ならびに学術講
演会（2015.11.19）福島

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，雨宮　亮介，
名和　公敏，加藤　靖文

53. 肺癌細胞診断と治療における LBCの
役割り

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

池田　徳彦，垣花　昌俊，前田　純一，吉田　浩一，
梶原　直央，大平　達夫

54. 呼吸器細胞診の「ここまでは」と「こ
こからは」

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

三浦　弘之，河口　洋平，中嶋　英治，高橋　秀暢，
若槻よしえ，吉田えりか，加藤　彩子，田辺　　夢，
石崎　幹子，芹澤　博美，池田　徳彦

55. 高齢者非小細胞肺癌に対する Carbopl-
atin+少量分割 nab-Paclitaxelの第 II相
臨床試験（NJLCG1301）

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

福原　達朗*，齋藤　平佐*，菅原　俊一*，白井　一裕*，
宮内　栄作*，藤田　結花*，加藤　晃史*，鈴木　俊郎*，
中川　　拓*，原田　敏之*，三浦　弘之，他 3名

56. Best of WCLC2015  外科領域のトピッ
クス

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

池田　徳彦

57. 肺がん診療における PET/CTの意義 第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

池田　徳彦

58. 分化型甲状腺癌における外来アブ
レーションの新展開

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.27）福
岡

筒井　英光，小原　亮爾，田村　温美，星　　雅恵，
鈴木　明彦，矢野由希子，池田　徳彦

B1. 気管分岐部近傍までポリープ状に進
展した粘表皮癌成分を伴う右 S1発生
多形癌の 1例

第 24 回茨城がん学会
（2015.2.1）水戸

大森　智一，古川　欣也，今井健太郎，米山　礼美，
片場　寛明，齋藤　　誠，森下由紀雄

2. 急性期脳卒中リハビリテーション
84460例の解析

第 1 7 回  T O K Y O 
STROKE INTERVEN-
TION SEMINAR（TSIS）
（2015.2.7）東京

酒向　正春*，秦　　弘恵*，石井　　暁*，鈴木　孝征*，
平田　剛史，大角　淳一*

3. 胸腔鏡補助下右 S2区域切除術－ICG
溶液区域気管支注入による区域間面
同定法の検証－

第 24回日本呼吸器外科
医 会 冬 季 学 術 集 会
（2015.2.20）軽井沢

原田　匡彦，村山　智紀*，堀尾　裕俊*

4. 気管上部に発生し気管支鏡下処置に
て治癒したMALTリンパ腫の 1例

第 38回茨城肺癌研究会
（2015.2.21）茨城県

大森　智一，古川　欣也，今井健太郎，森下由紀雄

5. リンパ節転移と周囲臓器浸潤を呈し
た肺MALTリンパ腫の 1切除例

第 152回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.3.7）つくば

今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，斎藤　　誠，
森下由紀雄，池田　徳彦

6. 内視鏡治療後の狭窄に対し気管支形
成術及び左 S6区域切除術を施行した
気管支平滑筋腫の一例

第 152回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.3.7）つくば

小野祥太郎，嶋田　善久，加藤　靖文，濱中和嘉子，
前田　純一，吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，帯包　妃代，長尾　俊孝，
池田　徳彦

7. 胸腔鏡手術と頸部操作の併用による
拡大胸腺摘出術の一例

第 167回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.3.14）東京

河口　洋平，萩原　　優，山口　　学，濱中和嘉子，
片場　寛明，加藤　靖文，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

8. 非結核性肺抗酸菌症診断における内
視鏡検査の取り入れについての検討

第 90回日本結核学会総
会（2015.3.27）長崎

高橋　英介，高原　　誠*，輿石　晴也
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9. ロボット支援手術は胸腔鏡下手術よ
り有用か ?

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

大平　達夫，大谷　圭志，片場　寛明，前田　純一，
吉田　浩一，加藤　靖文，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，池田　徳彦

10. 腫瘍径からみた非小細胞肺癌におけ
る病理学的血管浸潤の予後への意義

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.17）
名古屋

嶋田　善久，加藤　靖文，濱中和嘉子，小野祥太郎，
前田　純一，吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

11. 肺癌新病期分類 II期の妥当性と問題
点

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.17）
名古屋

三浦　弘之，中嶋　英治，福田賢太郎，高橋　秀暢，
池田　徳彦

12. 病理病期 II期肺がんの位置づけ 第 55回日本呼吸器学会
学術集会（2015.4.19）東
京

三浦　弘之，池田　徳彦，一和田俊男，内海　健太，
清水谷尚宏

13. 微小すりガラス病変に対する手術適
応と術中 CTナビゲーションを用いた
肺切除法の検討

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

中嶋　　隆，丁　　奎光*，月岡　卓馬*，木村　通孝*，
高濱　　誠*，山本　良二*

14. 唾液腺癌肺転移巣切除時に HER2発現
陽転化を認めた 2例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

木村　雅一，岩崎賢太郎，林　　　和*，池田　徳彦

15. COPD合併非小細胞肺癌切除例におけ
る COPD重症度の予後に与える影響

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

中嶋　　隆，丁　　奎光*，月岡　卓馬*，木村　通孝*，
高濱　　誠*，山本　良二*

16. 胸腺嚢腫切除例の検討 第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

三浦　弘之，中嶋　英治，高橋　秀暢，福田賢太郎，
池田　徳彦

17. 胸腺上皮性腫瘍に対する外科治療成
績の検討

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

垣花　昌俊，名和　公敏，吉田　浩一，萩原　　優，
加藤　靖文，梶原　直央，大平　達夫，朴　　辰浩，
赤田　壮市，長尾　俊孝，池田　徳彦

18. 良性気道狭窄に対する気管・気管支形
成術

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

月岡　卓馬*，高濱　　誠*，中嶋　　隆，木村　通孝*，
丁　　奎光*，山本　良二*

19. 膿胸開放療法後の閉鎖術－開窓術後
35例の予後因子と閉鎖術成功予測因
子の検討－

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

原田　匡彦，羽藤　　泰*，鈴木　繁樹*，村上　聡子*，
堀尾　裕俊*

20. 術前治療施行後の局所進行肺癌に対
する手術成績

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

古本　秀行，伊藤　宏之*，永田　　仁*，伊坂　哲哉*，
西井　鉄平*，中山　治彦*

21. 当院の IIIA期 N2非小細胞肺癌の治療
成績

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

嶋田　善久，加藤　靖文，牧野洋二郎，前田　純一，
吉田　浩一，長瀬　清亮，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

22. 肺癌術後補助化学療法における EBM
の解釈と実臨床における認容性

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

田中　浩一，山上　英樹*，谷岡　利朗*

23. 肺腺癌術後補助化学療法で UFT投与
症例の予後因子の検討

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

名和　公敏，米山　礼美，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

24. 術前内視鏡診断を試みた GGO病変の
2例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

高橋　英介，輿石　晴也

25. 肺癌を疑い手術を行った肺化膿症の 1
例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

林　　博樹，矢口　綾子*，岡　　輝明*，長田　博昭*，
河原　正樹*，池田　徳彦
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26. 肺気腫合併肺癌における気腫病変パ
ターンの臨床的意義

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

大澤潤一郎，嶋田　善久，朴　　辰浩，加藤　靖文，
萩原　　優，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

27. 胸膜播種例，胸水洗浄細胞診陽性例に
対する手術の有効性の検討

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

山口　　学，萩原　　優，河口　洋平，片場　寛明，
加藤　靖文，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

28. 重複癌と考え手術を施行した G-CSF
産生肺多形癌乳腺転移の 1例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，片場　寛明，
米山　礼美，斎藤　　誠，森下由紀雄，池田　徳彦

29. 当院で経験した肺多形癌の 2切除例 第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

伊藤　哲思，川崎　徳仁，坂田　義詞，木下　雅雄*，
池田　徳彦

30. 大腸癌術後経過観察中に発生した同
時性同一肺葉内多発肺癌の 1例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

坂庭　信行，奥仲　哲弥*，須藤　英一*，永田　泰自*，
池田　徳彦

31. 線維粘液性間質と軟骨成分を伴う肺
mucous gland adenomaの 1切除例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

長田　涼子*，堀尾　裕俊*，村上　聡子*，原田　匡彦

32. 同一肺葉内に原発性肺癌と solitary 
pulmonary capillary hemangiomaの併存
を認めた 1例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

矢野　雄太*，堀尾　裕俊*，宮崎　健人*，長田　涼子*，
村上　聡子*，原田　匡彦，比島　恒和*

33. リンパ腫に合併した肺軽鎖沈着症の 2
例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

村上　聡子*，原田　匡彦，堀尾　裕俊*

34. 肺癌切除組織検体を用いたメタボ
ローム解析

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

梶原　直央，垣花　昌俊，前田　純一，吉田　浩一，
加藤　靖文，萩原　　優，大平　達夫，杉本　昌弘，
砂村　眞琴，池田　徳彦

35. 積極的区域切除の再発例の検討　局
所再発はどんな時に出てくる ?

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

加藤　靖文，嶋田　善久，大澤潤一郎，前田　純一，
吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

36. 肺癌術後予後因子として Skeletal mus-
cle indexは有用か ?

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

永田　　仁*，伊藤　宏之*，松崎　智彦*，古本　秀行，
伊坂　哲哉*，西井　鉄平*，横瀬　智之*，中山　治彦*

37. 気管腺様嚢胞癌に対する化学放射線
治療後再発に対する再手術

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

大平　達夫，加藤　靖文，嶋田　善久，大澤潤一郎，
前田　純一，吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，池田　徳彦

38. Exon 19 deletionと Exon 21 L858R point 
mutation　肺腺癌の臨床病理学的な相
違性の検討

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

伊坂　哲哉*，伊藤　宏之*，横瀬　智之*，永田　　仁*，
古本　秀行，西井　鉄平*，山田　耕三*，中山　治彦*，
益田　宗孝*

39. 30cm以下肺腺癌における CT所見と
IASLC/ATS/ERS分類を含む臨床病理
学的因子の関係

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

工藤　勇人，嶋田　善久，雨宮　亮介，加藤　靖文，
垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

40. 3次元 CTによる術前評価を利用した
肺底動脈大動脈起始症に対する胸腔
鏡下手術

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

萩原　　優，嶋田　善久，加藤　靖文，名和　公敏，
牧野洋二郎，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

41. 頚部後縦隔上部発生巨大脂肪肉腫の 1
切除例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

木村　通孝*，高濱　　誠*，中嶋　　隆，月岡　卓馬*，
丁　　奎光*，山本　良二*

42. 非小細胞肺癌の分子標的療法感受性
と TGF-β信号伝達

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

牧野洋二郎，真村　瑞子，尹　　晶煥，加藤　靖文，
垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，黒田　雅彦，
池田　徳彦
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43. 非小細胞肺がんにおける KRAS遺伝
子の臨床病理学的背景

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

西井　鉄平*，横瀬　智之*，宮城　洋平*，永田　　仁*，
伊坂　哲哉*，古本　秀行，伊藤　宏之*，中山　治彦*，
益田　宗孝*

44. 右側大動脈弓を合併した左上葉肺癌
の 1切除例－文献的考察をふまえて

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

花輪　洋一*，宮島　邦治，河野　貴文*，小鹿　雅和，
奥仲　哲弥*，加藤　治文，池田　徳彦

45. 術前クリーゼ後に腫瘍の著名な縮小
を認め良好な経過をたどったMG合
併胸腺腫の 1例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

稲田　秀洋，小中　千守*，峯岸健太郎*，柴野　智毅*，
前田　純一，池田　徳彦

46. 縦隔鏡下に摘出しえた縦隔上部発生
Bronchogenic cystの 1例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

木村　通孝*，高濱　　誠*，中嶋　　隆，月岡　卓馬*，
丁　　奎光*，山本　良二*

47. 80歳以上の高齢者肺癌に対する外科
治療戦略－当科切除例 126例の臨床的
検討－

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.15）高
松

堀尾　裕俊*，長田　涼子*，矢野　雄大*，村上　聡子*，
原田　匡彦

48. Highly enhanced ErbB signaling pathway 
was unveiled in lepidic predominant inva-
sive lung adenocarcinoma

第 11回日本臨床プロテ
オーム研究会（2015.5.23）
東京

Kato Y,  Nakamura H*,  Tojo H*,  Nomura M*,  Nagao T*,  
Kawamura T*,  Kodama T*,  Ohira T,  Ikeda N,  Bando Y*,  
Marko-Varga M*,  Nishimura T,  Kato H

49. Chromosome-centric network analysis of 
proteome data sets derived from laser-
microdissected lung cancer cell subtypes

第 11回日本臨床プロテ
オーム研究会（2015.5.23）
東京

Kimura H*,  Marushima H*,  Tagaya R*,  Saji H*,  Kurimoto 
N*,  Nomura M*,  Ohira T,  Kato Y,  Mikami S*,  Bando Y*,  
Kato H,  Nishimura T,  Nakamura H*

50. Drastic morphological and molecular dif-
ferences between lymph node micrometa-
static tumors and macrometastatic tumors 
of lung adenocarcinoma

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

荒牧　　直，大平　達夫，池田　徳彦，坪井　正博*

51. 肺アスペルギルス腫に対する空洞切
開および有茎筋弁充填による二期的
根治術

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

堀尾　裕俊*，村上　聡子*，原田　匡彦

52. 皮膚内残留薬剤測定システムを用い
た光線力学的治療における光線過敏
症発症リスク診断

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

工藤　勇人，大谷　圭志，前原　幸夫，牧野洋二郎，
小野祥太郎，大澤潤一郎，雨宮　亮介，吉田　浩一，
垣花　昌俊，梶原　直央，池田　徳彦

53. 擦過細胞診組織型推定における免疫
染色の可能性

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

三浦　弘之，福田賢太郎，中嶋　英治，高橋　秀暢，
池田　徳彦

54. 肺葉切除における断端被覆の有用性
の検討

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

山口　　学，萩原　　優，大谷　圭志，吉田　浩一，
加藤　靖文，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

55. 胸腔鏡下切除術を施行した若年性
Cysticthymomaの一例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

宮島　邦治，小鹿　雅和，加藤　靖文，河野　貴文*，
奥仲　哲弥*，加藤　治文，池田　徳彦，岩屋　啓一*

56. 胸腔鏡下に摘出し得た後縦隔発生胸
腺腫の 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

松浦　久美，一ノ瀬修二，内田　　修，中村　祐之*，
多部田弘士*，清水辰一郎*，池田　徳彦

57. PDT（光線力学的治療）で治療しえた
粘表皮癌の一例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

海老島瑠奈*，宮島　邦治，小鹿　雅和，加藤　靖文，
河野　貴文*，奥仲　哲弥*，加藤　治文，池田　徳彦，
岩屋　啓一*，白石　祐治*

58. Tracheal webを伴うMouner-kuhn症候
群に対し気道開大術を施行した 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

大澤潤一郎，工藤　勇人，大谷　圭志，嶋田　善久，
名和　公敏，前原　幸夫，加藤　靖文，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

59. 気道気管廔に対して特注 Dumon-Y 
stentで廔孔閉鎖し経口摂取可能と
なったヘルペス食道炎の 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，斎藤　　誠，
池田　徳彦
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60. 術後難治性肺廔に対して EWS気管支
充填が有効であった 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

一ノ瀬修二，内田　　修，茜部　久美，柳澤　麻子*，
巴山　紀子*，天野　寛之*，中村　　純*，平野　　聡*，
中村　祐之*，多部田弘士*，牧野洋二郎，池田　徳彦

61. ハンズオンセミナー　EBUS-TBNA 第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

前田　純一

62. 寺子屋読影セミナー　解答者 第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

工藤　勇人

63. BLA（bubble-like appearance）型肺腺
癌の気管支鏡検査所見に関する検討

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

間邊　早紀*，斉藤　春洋*，松崎　智彦*，永田　　仁*，
伊坂　哲哉*，古本　秀行，村上　修司*，西井　鉄平*，
近藤　哲郎*，伊藤　宏之*，中山　治彦*，横瀬　智之*，
山田　耕三*

64. 気管支鏡検査を施行した高齢者の検
討

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

名和　公敏，米山　礼美，小野祥太郎，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

65. 胃管の気管支内誤挿入により再開胸，
気管支形成を行った右肺下葉切除術
の 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

林　　博樹，矢口　綾子*，長田　博昭*，河原　正樹*，
池田　徳彦

66. EBUS-TBNAを施行後，気管分岐部リ
ンパ節に穿通した 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

福田賢太郎，中嶋　英治，三浦　弘之，高橋　秀暢，
垣花　昌俊，池田　徳彦

67. 気管支鏡下高周波スネアにより早期
診断し得た，肺アスペルギルス症合併
肺癌の一例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

坂庭　信行，奥仲　哲弥*，古川　欣也，須藤　英一*，
永田　泰自*，池田　徳彦

68. 気管支平滑筋腫 7症例の検討 第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

小野祥太郎，嶋田　善久，加藤　靖文，前田　純一，
吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，帯包　妃代，長尾　俊孝，池田　徳彦

69. 完全胸腔鏡下に摘出した中縦隔腫瘍
の 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

稲田　秀洋，前田　純一，峯岸健太郎*，池田　徳彦

70. 悪性 Brenner腫瘍胸膜転移の一切除例 第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

岩崎賢太郎，木村　雅一，林　　　和*，奥田　達也*，
上田　竜大*，井上　　寧*，佐藤　哲夫*，坂庭　信行，
奥仲　哲弥*，池田　徳彦

71. 経気管支肺生検後に著明に退縮した
異型カルチノイドの 1切除例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

濱中和嘉子，前田　純一，茜部　久美，前原　幸夫，
嶋田　善久，吉田　浩一，本多　英俊，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

72. 2度目の気管支鏡で診断がついた肺放
線菌症の 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

中村　　純*，柳澤　麻子*，巴山　紀子*，天野　寛之*，
平野　　聡*，中村　祐之*，多部田弘士*，一之瀬修二，
内田　　修

73. ダンベル型 Solitary Fibrous Tumor の一
切除例

第 837 回 外 科 集 談 会
（2015.6.13）東京

田中　健彦，吉田　浩一，荒牧　　直，大谷　圭志，
前田　純一，加藤　靖文，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

74. 気管支擦過細胞診における p63・
TTF-1の段階的二十免疫染色

第 56回日本臨床細胞学
会 総 会（ 春 期 大 会 ）
（2015.6.13）松江

若槻よしえ，三浦　弘之，信太えりか，加藤　彩子，
田辺　　夢，横山　明子，脇屋　　緑，塚本　　哲，
芹澤　博美

75. 胸部 X線で薄壁空洞を呈する陰影を
呈し細胞診にて診断された肺クリプ
トコッカスの一例

第 56回日本臨床細胞学
会 総 会（ 春 期 大 会 ）
（2015.6.13）松江

石崎　幹子，三浦　弘之，若槻よしえ，信太えりか，
加藤　彩子，田辺　　夢，脇屋　　緑，塚本　　哲，
芹澤　博美

76. 肺がん検診における喀痰細胞診の標
準細胞の検討

第 56回日本臨床細胞学
会 総 会（ 春 期 大 会 ）
（2015.6.14）松江

青野　佳美，田名部朋子，近　　京子，中嶋隆太郎，
遠藤　千顕，桜田　　晃，菅間　政治，齋藤　泰紀，
佐藤　雅美，池田　徳彦



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌316S

77. 甲状腺低分化癌の細胞学的検討 第 56回日本臨床細胞学
会 総 会（ 春 期 大 会 ）
（2015.6.14）松江

渡部　顕章，松林　　純，川内ゆうか，稲垣　敦史，
桑原　　淳，三宅　真司，小池　悦子，筒井　英光，
池田　徳彦

78. 術前内視鏡的処置により正確な病変
の局在評価を行い全摘を回避し得た
一例

第 153回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.6.20）さいたま

荒牧　　直，大谷　圭志，片場　寛明，萩原　　優，
吉田　浩一，加藤　靖文，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

79. 神経刺激モニタリング装置を用いた
反回神経熱損傷の評価

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

田村　温美，池田　徳彦

80. 奇静脈葉を伴う右上葉肺癌の 1肺葉切
除例

第 168回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.6.27）東京

松崎　智彦*，伊藤　宏之*，伊坂　哲哉*，古本　秀行，
永田　　仁*，西井　鉄平*，中山　治彦*

81. 頚部操作を併用した両側胸腔鏡によ
る拡大胸腺摘出術の一例

第 168回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.6.27）東京

野牛　聖那，吉田　浩一，大谷　圭志，山口　　学，
加藤　靖文，垣花　昌俊，大平　達夫，池田　徳彦

82. 術前に高精度 3D画像ソフトを用いて
胸腔鏡下左底区域切除術を施行した
肺葉内肺分画症の 1例

第 168回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.6.27）東京

工藤　勇人，吉田　浩一，雨宮　亮介，牧野洋二郎，
大谷　圭志，加藤　靖文，垣花　昌俊，大平　達夫，
池田　徳彦

83. 悪性気管腫瘍が疑われた蔓状神経鞘
腫の 1手術例

第 168回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.6.27）東京

永田　　仁*，伊藤　宏之*，松崎　智彦*，古本　秀行，
伊坂　哲哉*，西井　鉄平*，横瀬　智之*，中山　治彦*

84. DCIS様の病理組織像を呈した stage 
IV 乳癌の一例

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

田中　浩一，秦　　庸壮*，高橋　弘昌*，益子　博幸*，
山上　英樹*，高橋　周作*，谷岡　利朗*，村岡　俊二*，
後藤田裕子*，市原　　真*，岩口　佳史*

85. 進行乳癌に対するパクリタキセル＋
ベバシズマブの治療中に発生した嚢
胞様黄斑浮腫の 1例

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.3）東京

秦　　庸壮*，高橋　弘昌*，田中　浩一，益子　博幸*，
高橋　周作*，山上　英樹*，谷岡　利朗*，高橋　淳一*

86. 肺類上皮血管内皮腫の 1切除例 第 173回日本肺癌学会関
東 支 部 会 学 術 集 会
（2015.7.4）東京

牧野洋二郎，重福　俊佑，前原　幸夫，前田　純一，
吉田　浩一，加藤　靖文，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

87. 初回治療から 6年後の局所再発に対し
て手術を施行した限局型小細胞肺癌
の 1例

第 173回日本肺癌学会関
東 支 部 会 学 術 集 会
（2015.7.4）東京

古本　秀行，伊藤　宏之*，松崎　智彦*，伊坂　哲哉*，
永田　　仁*，西井　鉄平*，近藤　哲郎*，山田　耕三*，
横瀬　智之*，中山　優子*，中山　治彦*

88. 化学療法後に切除した縦隔原発胚細
胞性腫瘍の 1例

第 173回日本肺癌学会関
東 支 部 会 学 術 集 会
（2015.7.4）東京

松崎　智彦*，伊藤　宏之*，伊坂　哲郎*，古本　秀行，
永田　　仁*，西井　鉄平*，間邊　早紀*，村上　修司*，
近藤　哲郎*，齋藤　春洋*，山田　耕三*，横瀬　智之*，
中山　治彦*，岩崎　正之*

89. 切除後早期に再発した肺多形癌の 1例 第 173回日本肺癌学会関
東 支 部 会 学 術 集 会
（2015.7.4）東京

和田　篤史*，間邊　早紀*，村上　修司*，近藤　哲郎*，
齋藤　春洋*，松崎　智彦*，永田　　仁*，伊坂　哲郎*，
古本　秀行，西井　鉄平*，伊藤　宏之*，中山　治彦*，
山田　耕三*，横瀬　智之*

90. 原発性肺癌として治療後に再発をき
たし摘出術により腎癌の肺転移と判
明した 1例

第 173回日本肺癌学会関
東 支 部 会 学 術 集 会
（2015.7.4）東京

早川　豊和*，中山　優子*，野中　哲生*，溝口　信貴*，
萩原　靖仁*，川上　正悟*，中山　治彦*，伊藤　宏之*，
西井　鉄平*，古本　秀行，伊坂　哲哉*，橋本　昌憲*，
山田　耕三*，齋藤　春洋*，近藤　哲郎*，村上　修司*，
間邊　早紀*，横瀬　智之*

91. 肺癌に対する外来 PDTの安全性 第 25回日本光線力学学
会学術講演会（2015.7.10）
東京

大谷　圭志，前原　幸夫，工藤　勇人，小野祥太郎，
大澤潤一郎，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
古川　欣也，奥仲　哲弥*，加藤　治文，池田　徳彦

92. 皮膚内残存薬剤測定システムを用い
た光線力学的治療による光線過敏症
の発症リスク診断

第 25回日本光線力学学
会学術講演会（2015.7.10）
東京

工藤　勇人，大谷　圭志，前原　幸夫，小野祥太郎，
大澤潤一郎，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
荒井　恒憲*，池田　徳彦
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93. 肺癌術後補助化学療法の現状と問題
点

第 13回日本臨床腫瘍学
会学術集会（2015.7.16）
札幌

田中　浩一，本庄　　統*，阿部　雅一*，小澤　　広*，
高橋　昌宏*

94. カルボプラチン併用肺癌化学療法に
おけるアプレピタントを含む制吐療
法の有効性

第 13回日本臨床腫瘍学
会学術集会（2015.7.17）
札幌

長瀬　清亮，工藤　勇人，雨宮　亮介，牧野洋二郎，
山口　　学，名和　公敏，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

95. 頭脳労働に現職復帰した外傷性多発
脳挫傷の 1例

第 1 7 回  T O K Y O 
STROKE INTERVEN-
TION SEMINAR（TSIS）
（2015.7.25）東京

大角　淳一*，鈴木　孝征*，石井　　暁*，秦　　弘恵*，
平田　剛史，酒向　正春*

96. 肺葉切除を伴わない分岐部 Deep 
Wedge切除再建術と吻合部狭窄に対す
る Temporary Stentingの 1例

第 4回茨城呼吸器外科手
術研究会（2015.7.25）つ
くば

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，雨宮　亮介，
名和　公敏，加藤　靖文

97. ヘルペス食道炎による食道気管瘻を
Custom-made Dumon-Yステントで閉
鎖した 1例

日本呼吸器内視鏡学会第
20回呼吸器インターベ
ン シ ョ ン セ ミ ナ ー
（2015.8.23）佐賀県嬉野

雨宮　亮介，今井健太郎，大森　智一，名和　公敏，
加藤　靖文，古川　欣也，池田　徳彦

98. 中枢気道病変に対する気管支鏡下高
周波・マイクロ波凝固療法の有用性と
その使用方法

第 34回Microwave 研究
会（2015.9.12）東京

古川　欣也，雨宮　亮介，今井健太郎，名和　公敏，
加藤　靖文

99. 薄壁空洞を有する肺クリプトコッカ
ス症の一例

第 154回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.9.19）東京

河口　洋平，三浦　弘之，中嶋　英治，高橋　秀暢

100. 血管内コイル塞栓術によって治療し
得た肺動脈損傷の 1例

第 154回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.9.19）東京

重福　俊佑，前田　純一，前原　幸夫，牧野洋二郎，
吉田　浩一，加藤　靖文，萩原　　優，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

101. 開胸手術を回避しえた左上葉支嵌頓
クラウンの 1例

第 154回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.9.19）東京

名和　公敏，雨宮　亮介，加藤　靖文，古川　欣也

102. 光線力学的治療法と胸腔鏡下手術で
治療した喀痰細胞診 D1判定異時性多
発早期肺癌の治療経験

第 29回関東臨床細胞学
会学術集会（2015.9.26）
つくば市

雨宮　亮介，古川　欣也，名和　公敏，加藤　靖文，
大森　智一，今井健太郎，洪 　　建偉，松本　暢彦，
森下由紀雄

103. 肺およびサルコイドーシスのリンパ
節病変に転移を認めた前立腺癌の 1例

第 39回茨城肺癌研究会
（2015.10.3）つくば

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，中村　博幸，
森下由紀雄，古川　欣也

104. 前治療が加えられた呼吸器外科手術
の二例
①胸腺癌に対する導入化学放射線療
法後の拡大胸腺摘出術
② c-N2 IIIA期肺扁平上皮癌に対する
導入化学放射線療法後の胸腔鏡補助
下右上葉切除術

第 27回文京区呼吸器外
科 研 究 会（2015.10.10）
東京

原田　匡彦，奥井　将之*，比島　恒一*，堀尾　裕俊*

105. 75歳以上非小細胞肺癌手術例におけ
る短期及び長期成績

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.18）神戸

河口　洋平，嶋田　善久，濱中和嘉子，片場　寛明，
萩原　　優，吉田　浩一，加藤　靖文，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

106. 肺扁平上皮癌においてリンパ節転移
が予後に与える影響

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.19）神戸

工藤　勇人，嶋田　善久，雨宮　亮介，前田　純一，
吉田　浩一，加藤　靖文，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

107. 肺尖部胸壁浸潤肺癌（SST）右上葉切
除（他院）後の胸壁浸潤部遺残腫瘍に
対する Paulsonアプローチによる上位
胸壁（#1,2,3肋骨）切除術－胸腔鏡併
用による手技の工夫－

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.19）神戸

原田　匡彦，高橋　祐介*，奥井　将之*，堀尾　裕俊*
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108. 気管腺様嚢胞癌に対するサルベージ
手術

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.20）神戸

大平　達夫，加藤　靖文，嶋田　善久，前原　幸夫，
前田　純一，吉田　浩一，萩原　　優，垣花　昌俊，
梶原　直央，池田　徳彦

109. 単施設における胸腺上皮性腫瘍手術
症例の検討

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.20）神戸

垣花　昌俊，名和　公敏，前田　純一，加藤　靖文，
吉田　浩一，萩原　　優，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

110. 皮膚内残留薬剤測定システムを用い
た光線力学的治療による光線過敏症
の発症リスク診断

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.24）
宇都宮

重福　俊佑，大谷　圭志，前原　幸夫，工藤　勇人，
小野祥太郎，垣花　昌俊

111. 放射線要素低抗性の甲状腺分化癌に
対するソラフェニブ使用例の検討

第 48回日本甲状腺外科
学 会 学 術 集 会
（2015.10.29）東京

星　　雅恵，筒井　英光，小原　亮爾，田村　温美，
鈴木　明彦，矢野由希子，池田　徳彦

112. ソラフェニブ投与中にケラトアカン
トーマ様の皮膚症状を呈した症例

第 48回日本甲状腺外科
学 会 学 術 集 会
（2015.10.29）東京

矢野由希子，鈴木　明彦，星　　雅恵，田村　温美，
小原　亮爾，室　　繭子，坪井　良治，山口　　浩，
長尾　俊孝，筒井　英光

113. 甲状腺乳頭癌術後の頸部リンパ節転
移の未分化転化に対してレンバチニ
ブを投与した一例

第 48回日本甲状腺外科
学 会 学 術 集 会
（2015.10.29）東京

小原　亮爾，筒井　英光，田村　温美，星　　雅恵，
鈴木　明彦，矢野由希子，

114. 長期生存中の肺巨細胞癌の 1例 第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.30）
京都

伊藤　哲思，川崎　徳仁，坂田　義詞，木下　雅雄*，
池田　徳彦，唐澤　克之*

115. 神経刺激モニタリング装置を用いた
反回神経熱損傷の評価

第 48回日本甲状腺外科
学 会 学 術 集 会
（2015.10.30）東京

田村　温美，筒井　英光，矢野由希子，鈴木　明彦，
星　　雅恵，小原　亮爾，池田　徳彦

116. 肺癌患者のプラチナ誘発性悪心・嘔吐
に対するアプレピタントを加えた制
吐療法の効果

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.31）
京都

長瀬　清亮，工藤　勇人，雨宮　亮介，牧野洋二郎，
荒牧　　直，名和　公敏，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

117. 単孔式胸腔鏡下拡大胸腺摘出術を施
行した重症筋無力症合併胸腺腫の一
例

第 169回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.11.7）東京

荒牧　　直，吉田　浩一，田中　健彦，加藤　靖文，
垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，須田　　隆*，
池田　徳彦

118. 結腸癌気管支転移との鑑別が困難で
あった肺膿瘍の 1切除術

第 169回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.11.7）東京

田島　果林*，堀尾　裕俊*，奥井　将之*，原田　匡彦

119. エナジーデバイス使用甲状腺手術に
おける反回神経熱損傷の評価

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

田村　温美，筒井　英光，小原　亮爾，星　　雅恵，
鈴木　明彦，矢野由希子，池田　徳彦

120. 症例提示 第 3 回東京 TCAT カン
ファレンス（2015.11.11）
東京

小原　亮爾

121. 細胞検体を用いた遺伝子検索の検討 第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.21）
名古屋

信太えりか，三浦　弘之，若槻よしえ，田辺　　夢，
加藤　彩子，石崎　幹子，芹澤　博美，脇屋　　緑，
塚本　　哲，中島　英治，高橋　秀暢，河口　洋平，
池田　徳彦

122. 肺腺癌におけるWHO新分類に基づい
た細胞像

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

三宅　真司，松林　　純，前田　純一，垣花　昌俊，
大平　達夫，池田　徳彦，長尾　俊孝

123. 炎症性筋線維芽細胞腫様の形態を示
した未分化肉腫の 1例

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

片場　寛明，前田　純一，吉田　浩一，垣花　昌俊，
梶原　直央，筒井　英光，大平　達夫，永井　　毅，
松林　　純，長尾　俊孝，池田　徳彦

124. 小型肺腺癌における HRCT所見と
IASLC/ATS/ERS分類を用いた臨床病
理学的因子の関係

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

工藤　勇人，松林　　純，赤田　壮一，嶋田　善久，
雨宮　亮介，加藤　靖文，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦
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125. 両側肺門縦隔リンパ節腫大を伴う肺
腺癌の一例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

原田　匡彦

126. 化学放射線治療後に再発を呈した腺
様嚢胞癌に対するサルベージ手術

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

大平　達夫，加藤　靖文，嶋田　善久，前原　幸夫，
大谷　圭志，片場　寛明，前田　純一，吉田　浩一，
萩原　　優，梶原　直央，池田　徳彦

127. ファーストライン erlotinib：体表面積，
減量と生存に関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

稲垣　雅春*，橋本　俊夫*，菊池　教大*，野村　明広*，
尾形　朋之*，本間　晋介*，籠橋　克紀*，中村　博幸，
宮崎　邦彦*，佐藤　浩昭*，古川　欣也

128. 当院における Afatinib投与例の有害事
象の検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

雨宮　亮介，工藤　勇人，長瀬　清亮，荒牧　　直，
牧野洋二郎，名和　公敏，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

129. afatinibが奏功した癌性髄膜炎の 3例 第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

西條　天基，伊藤　哲思，池田　徳彦

130. 空洞を有する原発性肺癌切除例の検
討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

重福　俊佑，工藤　勇人，嶋田　善久，牧野洋二郎，
前原　幸夫，前田　純一，加藤　靖文，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

131. 開胸時胸腔細胞診陽性症例の臨床病
理学的検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

垣花　昌俊，名和　公敏，前田　純一，吉田　浩一，
萩原　　優，長瀬　清亮，加藤　靖文，松林　　純，
梶原　直央，大平　達夫，長尾　俊孝，池田　徳彦

132. 非扁平上皮非小細胞肺癌のプラチナ
併用療法後 SD例に対するペメトレキ
セド継続維持療法の有用性

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

長瀬　清亮，工藤　勇人，雨宮　亮介，牧野洋二郎，
荒牧　　直，名和　公敏，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

133. 高齢者，心臓大血管手術後の肺癌左上
葉切除術の 1経験

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

伊藤　哲思，川崎　徳仁，西條　天基，坂田　義詞，
木下　雅雄*，池田　徳彦

134. 肺化膿症・膿胸を発症した肺癌手術症
例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

尾辻　端人*，小林　亜紀*，江花　弘基*，畑　　　敦*，
松永　裕樹*，澁谷　泰寛*，白井　　亮*，太田　春彦*，
谷澤　　徹*，蕨　　雅大*，輿石　晴也

135. 原発性肺癌に対する salvage手術の検
討－手術成績と予後について－

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

古本　秀行，伊藤　宏之*，松崎　智彦*，伊坂　哲哉*，
永田　　仁*，西井　鉄平*，山田　耕三*，中山　優子*，
横瀬　智之*，中山　治彦*

136. 喫煙を含む術前併用疾患が原発性肺
癌手術のアウトカムに及ぼす影響

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

伊藤　宏之*，中山　治彦*，西井　鉄平*，古本　秀行，
伊坂　哲哉*，橋本　昌憲*，永田　　仁*，松崎　智彦*，
山田　耕三*，横瀬　智之*，中山　優子*

137. 肺原発神経内分泌腫瘍に対する手術
例の検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

松崎　智彦*，伊藤　宏之*，伊坂　哲哉*，古本　秀行，
永田　　仁*，西井　鉄平*，山田　耕三*，横瀬　智之*，
岩崎　正之*，中山　治彦*

138. 化学放射線治療後に椎体切除を要し
た局所進行肺癌の 2例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

橋本　昌憲*，伊藤　宏之*，永田　　仁*，松崎　智彦*，
古本　秀行，伊坂　哲哉*，西井　鉄平*，山田　耕三*，
中山　優子*，横瀬　智之*，中山　治彦*

139. 径 3 cm以下末梢小型肺癌に対する超
音波気管支内経ガイドーシス法
（EBUS-GS）の有用性に関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

近藤　哲郎*，間邊　早紀*，村上　修司*，齋藤　春洋*，
和田　篤史*，松崎　智彦*，永田　　仁*，橋本　昌憲*，
伊坂　哲哉*，古本　秀行，西井　鉄平*，伊藤　宏之*，
中山　治彦*，横瀬　智之*，山田　耕三*

140. 胸腔鏡下肺葉切除・区域切除における
高精度 3D-CTによる術前シミュレー
ション：処理肺血管の術前診断の評価
と短期手術結果

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

萩原　　優，嶋田　善久，加藤　靖文，名和　公敏，
牧野洋二郎，古本　秀行，赤田　壮一，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦
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141. 進行肺癌に対する光線力学的治療
（PDT）

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

土田　敬明

142. 気腫合併肺癌手術例における 3D画像
システムを用いた肺気腫評価と術後
呼吸器合併症予測

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

牧野洋二郎，嶋田　善久，重福　俊佑，前原　幸夫，
前田　純一，吉田　浩一，加藤　靖文，萩原　　優，
垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

143. 胸腺癌に対する導入化学放射線療法
後の拡大胸腺摘出術

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

原田　匡彦，奥井　将之*，比島　恒和*，堀尾　裕俊*

144. 自然退縮がみられ，切除可能となった
肺扁平上皮癌の 1例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

中島　　隆，井上　英俊*，月岡　卓馬*，木村　通孝*，
高濱　　誠*，山本　良二*

145. PS4・高齢者の肺腫瘍の診断に血漿中
DNA－EGFR遺伝子変異解析が有用で
あった 1例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

山口　　央*，山田　祐輝*，川島　彬子*，塩野　文子*，
石川里奈子*，宇津木春枝*，大東　久佳*，前野　有理*，
岡野　哲也，村山　芳武*，渡邉　香奈*，前門戸　任*，
小林　国彦*

146. 胃病変で発症し長い経過を巡って診
断し得たリンパ腫様肉芽腫症の 1例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

蓮実　健太*，田中　浩一，田部　裕哉*，角　　俊行*，
本庄　　統*，本間　裕敏*，森　　雅樹*

147. 左上葉切除を施行した孤立性気管支
乳頭腫の一例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

石川　亜紀*，尾辻　端人*，江花　弘基*，輿石　晴也，
松永　裕樹*，澁谷　泰寛*，白井　　亮*，太田　晴彦*，
蕨　　雅大*，谷澤　　徹*

148. 胸腔鏡下肺切除術において分葉不全・
癒着の程度は周術期成績にどのよう
に関連するか ?

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

河口　洋平，工藤　勇人，嶋田　善久，片場　寛明，
萩原　　優，加藤　靖文，垣花　昌俊，梶原　直央，
大平　達夫，池田　徳彦

149. 浸潤性粘液産生性腺癌切除例の CT所
見とその特徴

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

江里口大介，工藤　勇人，嶋田　善久，松林　　純，
山田　隆文，朴　　辰浩，大澤潤一郎，加藤　靖文，
垣花　昌俊，前田　純一，吉田　浩一，萩原　　優，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

150. 病理腫瘍径 20 mm以下の Micropapil-
lary（MP）成分を含む肺腺癌の画像所
見と病理所見の検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.27）横
浜

和田　篤史*，間邊　早紀*，村上　修司*，近藤　哲郎*，
齋藤　春洋*，松崎　智之*，永田　　仁*，伊坂　哲哉*，
古本　秀行，西井　鉄平*，伊藤　宏之*，中山　治彦*，
横瀬　智之*，山田　耕三*

151. 間質性肺炎合併肺癌における画像所
見及び臨床像と病理所見の整合性に
関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

荒牧　　直，嶋田　善久，松林　　純，川本　雅司，
朴　　辰浩，吉村　明修，赤田　壮一，長尾　俊孝，
徳植　公一，池田　徳彦

152. アファチニブの口内炎に対する半夏
瀉心湯の使用

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

山口　　央*，川島　彬子*，塩野　文子*，前野　有理*，
石川里奈子*，宇津木春枝*，大東　久佳*，岡野　哲也，
村山　芳武*，小林　国彦*

153. クリゾチニブ不応例にアレクチニブ
を投与した ALK陽性肺癌の 3例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

長瀬　清亮，工藤　勇人，雨宮　亮介，牧野洋二郎，
荒牧　　直，名和　公敏，梶原　直央，大平　達夫，
池田　徳彦

154. EGFR遺伝子変異陽性肺癌術後再発例
に対する治療の現状

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

中嶋　　隆，井上　英俊*，月岡　卓馬*，木村　通孝*，
高濱　　誠*，山本　良二*

155. 茨城県における非小細胞肺癌に対す
る TS-1投与の現況

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

大久保初美*，鏑木　孝之*，齋藤　武文*，市村　秀夫*，
遠藤　健夫*，酒井　光昭*，檜澤　伸之*，山本　祐介*，
児玉　孝秀*，岸　　厚次*，栗島　浩一*，佐藤　浩昭*，
古川　欣也

156. 後縦隔腫瘍として切除された右肺上
葉小細胞癌の 1例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

福田賢太郎，中嶋　英治，三浦　弘之，高橋　秀暢，
池田　徳彦，芹澤　博美
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157. 原発性肺腺癌と扁平上皮癌の悪性度
の比較検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

伊坂　哲哉*，伊藤　宏之*，横瀬　智之*，松坂　智彦*，
永田　　仁*，橋本　昌憲*，古本　秀行，他 8名

158. Class IV以上の検体を得難い場合の
EGFR遺伝子変異検索についての後ろ
向き研究

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

石川里奈子*，岡野　哲也，他 10名

159. 肺癌症例におけるメタボローム研究
の可能性

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

梶原　直央，垣花　昌俊，前田　純一，吉田　浩一，
加藤　靖文，萩原　　優，大平　達夫，杉本　昌弘*，
砂村　眞琴，池田　徳彦

160. CT上短径≧ 10 mmのリンパ節を認め
る肺癌症例における N因子評価とそ
の精度に関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

田中　健彦，工藤　勇人，嶋田　善久，荒牧　　直，
大谷　圭志，吉田　浩一，加藤　靖文，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦

161. 症例解説 第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

三浦　弘之

162. 悪性胸膜中皮腫の診断と治療方針決
定のプロセス－診断的胸腔鏡下胸膜
生検の意義を中心に－

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

原田　匡彦，奥井　将之*，比島　恒和*，堀尾　裕俊*

163. 当院におけるハイリスク難治性続発
性気胸に対する局所麻酔下胸腔鏡手
術 5例の検討

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

輿石　晴也，村田　知洋*，星野真由美*，柿本　應貴*，
後藤　博史*，吉村　哲規*，江花　弘基*，小林　亜紀*，
尾辻　端人*，高橋　英介，池田　徳彦

164. 化生性胸腺腫の一切除例 第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

木村　雅一，岩崎賢太郎，林　　　和*，池田　徳彦

165. 胸部傍脊椎ブロック後に発症した大
量血胸の 1手術例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

稲田　秀洋，前田　純一，峯岸健太郎*，曽我部将哉*，
池田　徳彦

166. 術前に長期間経過観察できた CT上浸
潤癌を疑う AISの一切除例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

海老島瑠奈*，宮島　邦治，河野　貴文*，竹内　翔吾*，
小鹿　雅和，奥仲　哲弥*，加藤　治文，池田　徳彦，
岩屋　啓一*

167. 若年性 Cystic thymomaの 1切除例－
文献的考察をふまえて

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

竹内　翔吾*，宮島　邦治，河野　貴文*，海老島瑠奈*，
小鹿　雅和，奥仲　哲弥*，加藤　治文，池田　徳彦，
岩屋　啓一*

168. 右中葉 sleeve切除を要した神経鞘腫の
1切除例

第 174回日本肺癌学会関
東 支 部 会 学 術 集 会
（2015.12.5）東京

古本　秀行，伊藤　宏之*，西井　鉄平*，伊坂　哲哉*，
橋本　昌憲*，永田　　仁*，松崎　智彦*，近藤　哲郎*，
山田　耕三*，横瀬　智之*，中山　治彦*

169. 肺原発リンパ上皮腫様癌と診断され
た一例

第 174回日本肺癌学会関
東 支 部 会 学 術 集 会
（2015.12.5）東京

福田賢太郎，前田　純一，小野祥太郎，大谷　圭志，
吉田　浩一，萩原　　優，岡野　哲也，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，山科　光正，松林　　純，
長尾　俊孝，池田　徳彦

170. 中枢気道狭窄に対し Aero StentTMを
留置した 2例の経験

第 155回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.12.5）東京

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，古川　欣也

171. 根治切除術後に多発気道内転移をき
たした非定型カルチノイドの一例

第 155回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.12.5）東京

大森　智一，牧野洋二郎，萩原　　優，大谷　圭志，
前田　純一，吉田　浩一，岡野　哲也，垣花　昌俊，
梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦
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V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 東京医科大学平成 27年度佐々記念
賞：High-quality 3 dimensional image 
simulation for pulmonary lobectomy and 
segmentectomy：results of preoperative 
assessment of pulmonary vessels and 
short-term surgical outcomes in consecu-
tive patients undergoing video-assisted 
thoracic surgery

東京医科大学（2015.5.1）
東京

萩原　　優

2. 東京医科大学平成 27年度同窓会学術
奨励賞：肺癌組織・血液を用いたメタ
ボローム解析による肺癌の新規バイ
オマーカーの網羅的探索

東京医科大学（2015.5.24）
東京

前田　純一

3. the Japan Section of the  International 
College of Surgeons（ICS）2015 Young 
Investigator Award：Prognostic factors 
for survival after recurrence in patients 
with completely resected lung adnocarci-
noma

the Japan Section of the  
International College of 
Surgeons（ICS）（2015.6.20）
Tokyo

工藤　勇人

4. 最優秀演題賞：ヘルペス食道炎による
食道気管瘻を Custom-made Dumon-Y
ステントで閉鎖した 1例

日本呼吸器内視鏡学会第
20回呼吸器インターベ
ン シ ョ ン セ ミ ナ ー
（2015.8.23）佐賀県嬉野

雨宮　亮介，今井健太郎，大森　智一，名和　公敏，
加藤　靖文，古川　欣也，池田　徳彦

5. 東京医科大学医学会　投稿論文奨励
賞：ホルマリン固定保管組織を用いた
甲状腺乳頭癌肺転移予測マーカーに
関連する蛋白質の解析

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

星　　雅恵，筒井　英光，野村　将春*，久保田光博，
鈴木　明彦，池田　徳彦，松林　　純，長尾　俊孝，
木原　　誠*，西村　俊秀

B1. 座談会：地域を守る「砦」としての医
療機関

C R O S S  P O I N T  1 
（2015.1.1）東京

池田　徳彦，丸茂　一義*，角田　裕美*

2. 海外文献紹介：低用量放射線ヨウ素に
よる残存甲状腺組織アブレーション
を，遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホ
ルモン製剤投与後，または甲状腺ホル
モン休薬後に施行した分化型甲状腺
癌患者の 10年予後は，同様であるこ
とが示された

ジェンザイム・ジャパン
（2015.1.1）東京

筒井　英光

3. ビデオ監修：甲状腺がんのスタンダー
ドケア

Care Net.com　eディテー
リング（2015.1.1）東京

筒井　英光

4. ここまでわかる・できる　がん治療
2015　甲状腺がん

日刊ゲンダイ（2015.1.29）
東京

筒井　英光

5. 座長 第 2回西東京胸部腫瘍教
育セミナー（2015.2.26）
東京

池田　徳彦

6. 講 師：superDimensionTM Navigation 
System physician training

superDimensionTM Navi-
gation System Version 7 
E d u c a t i o n  P r o g r a m
（2015.3.5）Minneapolis, 

USA

Maeda J
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7. 司会 平成 26年度東京医科大
学次世代がん治療推進専
門家養成プランシンポジ
ウム　大学院特別講義 
（2015.3.7）東京

梶原　直央

8. 甲状腺がん 週刊朝日 MOOK　手術
数でわかるいい病院
2015 （2015.3.15）東京

筒井　英光

9. 分子標的治療薬の実際と臨床 肺癌診療・検査の Mod-
ern Topics  （2015.3.21）
東京

三浦　弘之

10. 講演：隠れた肺癌をみつけてください 第 12回八王子胸部画像
診断セミナー（2015.4.15）
東京

三浦　弘之

11. 司会 大 学 院 特 別 講 義
（2015.4.20）東京

垣花　昌俊

12. 特別講演：甲状腺癌治療の最前線 伊藤病院甲状腺研究会
（2015.5.1）東京

筒井　英光

13. 講義：乳腺疾患の臨床細胞学 杏林大学保健学部講義
（2015.5.7）東京

三浦　弘之

14. 特別講演座長 第 4回関東肺癌個別化治
療研究会（2015.5.21）東
京

池田　徳彦

15. 講義：呼吸器疾患の臨床細胞学 杏林大学保健学部講義
（2015.5.28）東京

三浦　弘之

16. 講義：呼吸器　早期がんと異型扁平上
皮

東京都がん検診センタ-

細胞検査士養成講座
（2015.6.18）東京

三浦　弘之

17. 座長 第 5回新都心呼吸器外科
セミナー（2015.6.26）東
京

池田　徳彦

18. 講演：胸腺腫に対する低侵襲手術 第 5回新都心呼吸器外科
セミナー （2015.6.26）東
京

吉田　浩一

19. 講演：分化型甲状腺がんにおけるタイ
ロゲンを用いた I-131アブレーション
の意義

北部九州甲状腺がんセミ
ナー（2015.6.27）東京

筒井　英光

20. INTERVIEW 古川欣也氏 Medical Photonics, 2015
（2）：53-56（2015.7.1）
東京

古川　欣也

21. 教育講演：肺腫瘍と抗酸菌感染症 第 1回蕨戸田医師会学術
集会（2015.7.4）埼玉

伊藤　哲思，川崎　徳仁，原田　容治*

22. 講義：呼吸器　良性 日本臨床細胞学会第 124
回細胞検査士養成講習会
（2015.7.9）東京

三浦　弘之

23. 特別講演：非小細胞肺癌 N2症例の治
療戦略

第 7回福島県肺癌研究会
（2015.7.11）郡山

池田　徳彦

24. 講演：胸腔鏡手術のピットフォールと
対策

大学院特別講義「内視鏡
手術における臓器別診療
科 の 安 全 対 策 」
（2015.7.21）東京

前田　純一
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25. 特別講演：最近の肺癌事情 鈴鹿回生病院肺癌セミ
ナー（2015.7.23）鈴鹿

池田　徳彦

26. 講師：肺癌 第 28回日本がん検診・
診断学会　第 10回がん
検診認定医講習および試
験（2015.8.22）札幌

前田　純一

27. 講演：当院における抗 EGFR阻害剤ジ
オトリフ」の治療経験

薬剤師のための「抗
EGFR剤による皮膚障
害 」 を 考 え る 会
（2015.10.9）東京

工藤　勇人

28. 講演：早期肺癌の包括的診断・治療戦
略

Comprehensive Lectures 
on the Art of Thoracic 
Oncology（2015.10.10）
東京

池田　徳彦

29. 女性に多い甲状腺がん 毎 日 新 聞（2015.10.14）
東京

筒井　英光

30. 講演：淡い陰影に注意！ 第 13回八王子胸部画像
診 断 セ ミ ナ－
（2015.10.14）東京

三浦　弘之

31. 肺癌の診断と外科治療：現状と方向性 第 29回術後管理研究会
（2015.10.21）福岡

池田　徳彦

32. 特別講演：非小細胞肺癌 N2症例の治
療戦略

第 10回山形呼吸器外科
研究会（2015.10.24）山
形

池田　徳彦

33. 講演：Re-biopsyの現状と課題 Astrazeneca Scientific 
Exchange Meeting in 
Tokyo（2015.10.14）東京

前田　純一

34. 講演：肺癌診療の方向性：傾向・戦略・
工夫

第 5回鹿児島呼吸器外科
フォーラム（2015.10.27）
鹿児島

池田　徳彦

35. 症例検討コメンテーター：EGFR-TKI
治療を再考する

第 7 回 新 都 心　Lung 
Cancer Study Meeting
（2015.11.4）東京

工藤　勇人

36. 特別講演司会 第 7 回 新 都 心　Lung 
Cancer Study Meeting
（2015.11.4）東京

池田　徳彦

37. 基調講演：肺がんの外科治療 肺がん医療・疾患啓発の
ための市民公開講座　
もっと知ってほしい肺が
んのこと 2015 in 東京　
あなたにとって最適の肺
がん治療とは（2015.11.8）
東京

池田　徳彦

38. パネリスト：もっと知ってほしい肺が
んのこと～あなたにとって最適な肺
がん治療とは

肺がん医療・疾患啓発の
ための市民公開講座　
もっと知ってほしい肺が
んのこと 2015 in 東京　
あなたにとって最適の肺
がん治療とは（2015.11.8）
東京

池田　徳彦



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 325S

39. 特別講演：末梢気管支に対する OCT
の再現性及び喘息に対する気管支
サーモプラスティ療法前後の OCT検
査の有用性

Scientifi c Exchange Meet-
ing（2015.11.12）東京

大谷　圭志

40. 司会 日本外科学会第 88回卒
後 教 育 セ ミ ナ ー
（2015.11.28）福岡

池田　徳彦

41. 司会 Astrazeneca Scientific 
Exchange Meeting in Shin-
juku  Biopsy for Oncologi-
cal Benefit（2015.12.2）
東京

池田　徳彦

42. 講演：Re-Biopsyの現状　東京医科大
学における現状と問題点

Astrazeneca Scientific 
Exchange Meeting in Shin-
juku  Biopsy for Oncologi-
cal Benefit（2015.12.2）
東京

岡野　哲也

43. Discussant Astrazeneca Scientific 
Exchange Meeting in Shin-
juku  Biopsy for Oncologi-
cal Benefit（2015.12.2）
東京

工藤　勇人

44. 特別講演：肺疾患に対する最新の気管
支鏡診断

鳥取県東部医師会肺がん
医療機関検診従事者講習
会（2015.12.3）鳥取

大谷　圭志

45. ADVANCED VIDEO-ASSISTED AND 
THORACOSCOPIC PROCEDURES 
ADVANCED COURSE Ircad 2015  Prac-
tical session facalty

ADVANCED VIDEO-

ASSISTED AND THORA-
C O S C O P I C  P R O C E -
DURES ADVANCED 
COURSE Ircad 2015
（2015.12.3）Changhua 

County, Taiwan

Maeda J

46. 座長 第 3回西東京胸部腫瘍教
育セミナー（2015.12.25）
東京

池田　徳彦

乳 腺 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　本邦女性罹患率一位の乳がんについて広く認知させる。
「現 状 説 明」　乳腺科学分野は 26年度から病院診療科から大学講座になり，27年度からは大学院生を受け入れ，さらに研究活

動を充実させている。医学部制教育では 6学年のスーパーポリクリ，5学年のポリクリラウンドを各グループ 3
日間担当している。指導内容は，外来・手術見学，講義（主に基礎と診断・検査）を行っている。実習レポート
や小テストにて理解状況を把握している。第 4学年，第 5学年の臨床講義では，乳腺疾患の基礎から，乳がんの
最新治療・研究まで幅広く講義し理解に勤めている。

「点検・評価」　時間の制約の為不十分。そのような中でも毎年履修した学生の満足度は常に高い。
「改 善 方 策」　動画教材を増やす。短時間で要点を教育する。ベッドサイド実習は実質困難なため，手術見学の時間を十分取り，

質疑応答時間を増やしている。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度
【研究】
「到 達 目 標」　臨床現場に反映出来る内容の研究。トランスレーショナルリサーチ。
「現 状 説 明」　H28年度は，大学院生 1名，生化学教室・分子生物学教室への出向各 1名ずつの 3名が研究を行っている。
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「点検・評価」　大学院生の研究として乳がん細胞株を用いた研究を進行中。
「改 善 方 策」　大学院生の研究・基礎教室出向での研究ともに臨床と直結した研究成果を生み出すことが目標である。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度
【診療】
「到 達 目 標」　患者主体の診療・常に新しい治療の開発と提供に心がける。チーム医療の確立。
「現 状 説 明」　乳腺科では常に新しい＜治験＞や＜臨床試験＞に取り組み，最新の治療の提供に努めている。また，乳がん診療

はチーム医療が早くから進んでおり，当科においても医師・看護師・薬剤師・検査技師などの連携を取り，より
安全で高度な診療を提供している。H27年度からは形成外科・乳房再建外来との連携が十分に行われている。外
来ブースは 3室で診療しているが，フル活動で針生検なども迅速に対応している。現在，乳がん認定看護師が 1
名専属で勤務している。

「点検・評価」　特に外来スペースが狭く認定看護師による個別の指導や，薬剤師による薬剤説明等不便である。
「改 善 方 策」　H28年 4月より認定看護師が外来専属に復帰した為，患者への細かい配慮がだいぶ行き届くようになってきたが，

全体の看護師人数の減少の為活動に制約がある。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度
【社会貢献】
「到 達 目 標」　患者・家族のケア，および患者教育啓発。地域連携の充実。
「現 状 説 明」　年一回，当院通院中の患者を集めた教育啓発・懇親の会を行っていたが 2年間会場確保できず開催していない。

また，病院主催の市民講座・地域連携講座は積極的に対応し本年度も 9月に予定している。
「点検・評価」　地域連携も含めた患者・家族に対するケアの向上は近年，MSWの助けを借り，転院含めスムーズになってきて

いる。地域の診療所によるフォロー，終末期患者の入院・在宅管理の連携の充実はもう一歩というところである。
患者を集めた会については好評であり今後も継続して行く。

「改 善 方 策」　地域連携に関しては，地域連携による症例検討などの勉強会を開催し理解を深めてもらう。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度

II.　学術論文
A1. Assessment of cancer-related fatigue, 

pain, and quality of life in cancer patients 
at palliative care team referral：a multi-
center observational study（JORTC PAL-

09）

Plos One：10.1371/jour-
nal.pone.0134022, 2015
（IF=3.234）

Iwase S*,  Kawaguchi T*,  Tokoro A*,  Yamada K, 他 11名

2. High levels of DJ-1 protein and isoelec-
tric point 6.3 isoform in sera of breast 
cancer patients

Cancer Science 106（7）：
938-43, 2015（IF=3.896）

Kawate T,  Iwaya K,  Koshikawa K*,  Moriya T*,  Yamasaki 
T*,  Hasegawa S*,  Kaise H,  Fujita T*,  Matsuo H*,  Naka-
mura T*,  Ishikawa T,  Hiroi S*,  Iguchi-Ariga SM*,  Ariga 
H*,  Murota K*,  Fujimori M*,  Yamamoto J*,  Matsubara O*,  
Kohno N*

3. Randomized controlled trial of zoledronic 
acid plus chemotherapy versus chemo-
therapy alone as neoadjuvant treatment of 
HER2-negative primary breast cancer
（JONIE Study）

Plos One：10.1371/jour-
nal.pone.0143643, 2015
（IF=3.234）

Hasegawa Y*,  Tanino H*,  Horiguchi J*,  Miura D*,  Ishikawa 
T, 他 12名

4. Neoadjuvant docetaxel/cyclophosphamide 
in triple-negative breast cancer：predic-
tive value of class III-β tubulin and non-

basal subtype

Anticancer Research 35
（ 2）：9 0 7-9 1 2 ,  2 0 1 5
（IF=1.826）

Shimada K*,  Ishikawa T, 他 9名

5. A prospective feasibility study of sentinel 
node biopsy by modifi ed indigocarmine 
blue dye methods after neoadjuvant che-
motherapy for breast cancer

European Journal of Surgi-
cal Oncology 41（4）：566-

570, 2015（IF=2.94）

Kida K*,  Ishikawa T, 他 6名

6. Outcomes of immediate perforator fl ap 
reconstruction after skin-sparing mastec-
tomy following neoadjuvant chemother-
apy

European Journal of Surgi-
cal Oncology 41（1）：
94-99, 2015（IF=2.94）

Narui K*,  Ishikawa T, 他 11名
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. BRCAness is benefi cial for selecting triple 

negative breast cancer patients resistant to 
taxane

Taiwan International Breast 
c a n c e r  S y m p o s i u m
（2015.9.12-13）Taiwan

Ishikawa T

B1. BRCAness by MLPA is clinically useful 
for tailored treatment in triple -negative 
breast cancer

AACR Annual Meeting
（2015.4.18-22）USA

Ishikawa T

2. Effi  cacy of Sr-89 to painful bone metasta-
ses in Japanese breast cancer patients

ASCO 2015（2015.5.29-

6.3）USA
Yamada K,  Yoshimura M,  Kaise H,  Kimura F,  Hosonaga 
M,  Miyahara K,  Kawate T,  Kawai Y,  Ueda A,  Kohno N,  
Ishikawa T

3. Early and accurate prediction of patholog-
ical response by magnetic resonance 
imaging and ultrasonography in patients 
undergoing neoadjuvant chemotherapy for 
operable breast cancer

San Antonio Breast Cancer 
Symposium（2015.12.8-

12）USA

Kaise H,  Ishikawa T, 他 13名

4. Effi  cacy of duloxetine for paclitakel-
induced and pregabalin-resisant periph-
eral neuropathy in Japanese breast cancer 
patients

ESMO Asia 2015 Congress
（2015.12.18-21）Singa-
pore

Yamada K,  Kaise H,  Hosonaga M,  Kimura F,  Kawate T,  
Kawai Y,  Ueda A,  Teraoka S,  Okazaki M,  Ishikawa T

5. A case of triple negative breast cancer 
accompanied with ovarian cancer 
achieved pCR by paclitaxel plus carbopla-
tin combination therapy

ESMO Asia 2015 Congress
（2015.12.18-21）Singa-
pore

Ueda A

6. Intratumoral heterogeneity of HER2 
expression is associated with malignant 
biological behavior

ESMO Asia 2015 Congress
（2015.12.18-21）Singa-

pore

Hosonaga M,  Sato E,  Yamada K,  Kaise H,  Kimura F,  
Kawai Y,  Ueda A,  Teraoka S,  Okazaki M,  Ishikawa T

国内学会
A1. RCTだけが臨床研究ではない！！ 第 23回日本乳癌学会学

術総会（2015.7.2-4）東
京

石川　　孝

2. DJ-1タンパク発現を組み入れた術前
化学療法効果予測因子 <DJ1EHスコ
ア >の臨床検討

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2-4）東
京

海瀬　博史

B1. 乳癌有痛性骨転移に対する放射線内
照射 Sr-89の有効性（2007～2014年）

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2-4）東
京

山田　公人，海瀬　博史，木村　芙英，細永　真理，
河合　佑子，宮原　か奈，河手　敬彦，上田　亜衣，
寺岡　冴子，緒方　昭彦，小松誠一郎，松村真由子，
吉村　真奈，石川　　孝

2. 術前化学療法後の Ki67標識率はトリ
プルネガティブ乳癌の予後予測因子
となりえるか ?

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2-4）東
京

上田　亜衣

3. Luminal乳癌における術前化学療法の
効果と予後の検討

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2-4）東
京

宮原　か奈

4. 術前化学療法のランダム化比較試験
の症例を用いた BRCAnessとタキサン
感受性に関する研究

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2-4）東
京

石川　　孝

5. Triple negative乳癌に対するタキサン
系薬剤の治療効果に関する検討

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2-4）東
京

木村　芙英，海瀬　博史，山田　公人，細永　真理，
河合　佑子，宮原　か奈，上田　亜衣，寺岡　冴子，
石川　　孝
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6. エストロゲン療法の効果と忍容性 第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2-4）東
京

寺岡　冴子

7. 術前化学療法におけるトリプルネガ
ティブ乳癌のタキサン耐性

第 13回日本臨床腫瘍学
会学術集会（2015.7.16-

18）札幌

細永　真理，山田　公人，海瀬　博史，木村　芙英，
河合　佑子，宮原　か奈，上田　亜衣，寺岡　冴子，
石川　　孝

8. PTX+CBDCA併用療法で pCRを得た
卵巣癌合併局所進行乳癌の 1例

第 16回乳癌最新情報カ
ンファレンス（2015.8.21-

22）福岡

上田　亜衣

9. Cowden病の乳癌症例の 1例 第 16回乳癌最新情報カ
ンファレンス（2015.8.21-

22）福岡

木村　芙英，上田　亜衣，海瀬　博史，山田　公人，
細永　真理，河合　佑子，寺岡　冴子，岡﨑　美季，
石川　　孝

10. 低侵襲 LD再建に向けた CT画像解析
（Volume rendering法）による切除乳房・
採取自家組織の体積予測～第一報～

第 3回日本乳房オンコプ
ラスティックサージャ
リ ー 学 会 総 会
（2015.9.3-4）札幌

海瀬　博史，小宮　貴子，山田　公人，木村　芙英，
細永　真理，河合　佑子，上田　亜衣，寺岡　冴子，
岡﨑　美季，松村　　一，石川　　孝

11. 乳癌多発骨転移，肺肝転移，子宮頸癌
に対し，集学的治療にて長期 QoLを
維持する症例

第 53回日本癌治療学会
学術集会（2015.10.29-31）
京都

山田　公人，海瀬　博史，木村　芙英，細永　真理，
河合　佑子，上田　亜衣，寺岡　冴子，岡﨑　美季，
佐藤　永一，吉村　真奈，石川　　孝

12. 乳癌の甲状腺転移の一例 第 53回日本癌治療学会
学術集会（2015.10.29-31）
京都

岡﨑　美季

13. 異時両側性乳癌の局所の生検が有用
であった一例

第 53回日本癌治療学会
学術集会（2015.10.29-31）
京都

寺岡　冴子

14. 画像評価（MRI/US）による術前化学
療法の効果予測の検討：多施設共同試
験・後方視的解析：JONIE-1 trial

第 53回日本癌治療学会
学術集会（2015.10.29-31）
京都

海瀬　博史，石川　　孝，他 7名

15. 大胸筋浸潤像を呈し悪性が疑われた
デスモイド型線維腫症の 1例

第 12回日本乳癌学会関
東地方会（2015.12.5）埼
玉

上田　亜衣

16. 乳腺原発の giant cell tumorの一例 第 12回日本乳癌学会関
東地方会（2015.12.5）埼
玉

岡﨑　美季

17. 結核性髄膜炎に乳癌化学療法を施行
した 1例

第 12回日本乳癌学会関
東地方会（2015.12.5）埼
玉

木村　芙英，上田　亜衣，細永　真理，河合　佑子，
寺岡　冴子，岡﨑　美季，佐藤　永一，海瀬　博史，
山田　公人，石川　　孝

18. 乳癌の診断と治療　治療編：症例提示 第 12回日本乳癌学会関
東地方会（2015.12.5）埼
玉

寺岡　冴子

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 緩和ケア概論 医師に対する緩和ケア教

育 プ ロ グ ラ ム PEACE
（2015.3.23）東京

山田　公人

2. How to build clinical trial networks in 
Japan to conduct an investigator initiated 
Phase 3 clinical trial

3rd US-Japan Clinical Tri-
als in Oncology Workshop 
（2015.4.17）USA

Ishikawa T

3. 遺伝性乳がん 第 9 回 With you OKI-
NAWA 2015 ～あなたと
ブレストケアを考える会
～（2015.5.9）沖縄

海瀬　博史
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4. 第 12回With you Hokkaido 2015 ～あ
なたとブレストケアを考える会～

第 12 回 With you Hok-
kaido 2015 ～あなたとブ
レストケアを考える会～
（世話人）（2015.8.29）北
海道

海瀬　博史

5. 第 11回With you Kansai 2015 ～あなた
とブレストケアを考える会～

第 11回With you Kansai 
2015 ～あなたとブレス
トケアを考える会～（世
話人）（2015.9.6）大阪

海瀬　博史

6. JONIE神戸市民公開講座 JONIE神戸市民公開講座
（座長）（2015.10.3）神戸

山田　公人

7. 乳がん診療の現況：診断から，治療，
緩和まで

塩 野 義 製 薬 研 究 会
（2015.10.10）東京

山田　公人

8. 乳癌多発骨転移に対する集学的治療：
症例提示

第 1回 Bone Metastasis：
Radionucl ide therapy
（BOMERT）Tokyo Con-

ference（2015.10.24） 東
京

山田　公人

9. ご紹介下さった先生が，感謝される乳
腺治療～患者さんのご希望に沿う治
療をめざして～

東京衛生病院　乳腺疾患
セ ミ ナ ー（2015.10.28）
東京

山田　公人

10. 医師に対する緩和ケア教育プログラ
ム PEACE

医師に対する緩和ケア教
育 プ ロ グ ラ ム PEACE
（ファシリテーター）
（2015.11.14）東京

山田　公人

11. 医師に対する緩和ケア教育プログラ
ム PEACE

医師に対する緩和ケア教
育 プ ロ グ ラ ム PEACE
（ファシリテーター）
（2015.11.21）東京

山田　公人

心臓血管外科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　将来直面しうる急性期から慢性期までの循環器を中心にしたプライマリケアを含め，必要な知識 ･技術を習得さ

せる｡ 心臓疾患，大動脈から末梢動脈疾患，静脈リンパ疾患まで幅広く扱っており，成熟には時間を要するが，
他科とも連携し効率良く教育したい｡

「現 状 説 明」　実習専属スタッフは困難で，見学が実習の中心である｡ 手技的な実習は困難で，ブタの心臓を使った wet-labを
追加実習して，さらなる充実を図っている｡

「点検・評価」　手術には手洗いで参加させ，実際の心臓や血管を直接目にして，その患者についての症例報告を，班全員で互い
に学べる様に報告会を行っている｡

「改 善 方 策」　教育専任の医師の増員が必要だが，医師の病棟業務を少しでも減らすために看護師，秘書，クラークの増員や，
専門看護師の育成などが急務である｡

「目標・改善方策の達成度」　目標の 70%が達せられたと思うが，改善方策は病院側へのお願いも必要である｡
【研究】
「到 達 目 標」　冠動脈や弁膜症に対する高度な治療確立と成績向上（特に弁形成），ステントグラフト内挿術を含めた急性 ･慢

性大動脈疾患の新たな治療の開発および治療成績の向上，慢性血栓塞栓性肺高血圧症の治療体系の確立，末梢動
脈の血管内治療成績の更なる向上を企図した全国規模の発表，論文発表を行う｡

「現 状 説 明」　日本外科学会，日本胸部外科学会，日本心臓血管外科学会といった主要な国内学会だけでなく，国際学会にも積
極的な発表活動を行った｡

「点検・評価」　臨床業務に追われ，論文発表が少なかった｡ 学会発表もさらに増やしていきたい｡
「改 善 方 策」　研究に時間を割くためには，診療 ･手術業務の多忙を少しでも緩和することが望ましく，専門看護師などの補助

人員の充実が必要である｡ 研究専任の期間を設ける事も考慮したい｡
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「目標・改善方策の達成度」　目標は 70%達せられたと思うが，改善方策はこれからの課題である｡
【診療】
「到 達 目 標」　東京都西部の高次心臓血管外科機関として，難易度の高い手術（心臓 ･大動脈，肺動脈，末梢血管，血管内治療

など）を担う｡
「現 状 説 明」　平成 27年度は，心臓大血管手術から動静脈血管内治療など幅広い手術を約 500件施行した｡ 東京 CCUスーパー

ネットワークに参加し，夜間休日帯を含めた急性大動脈疾患の治療も積極的にあたっている｡
「点検・評価」　 他の病院では対応できないハイリスク例や緊急手術が増加しており，高次医療機関としての責務は果たしている。
「改 善 方 策」　人員，手術室，麻酔科などから手術件数を増やすことには困難と考えられる｡ 今後は，カテーテルを使用した低

侵襲手術の増加，経カテーテル的弁置換の導入が必要と考えられ，より高度で安全な医療を提供するためにハイ
ブリッド手術室の設置が必要と考える｡

「目標・改善方策の達成度」　目標は 70%達せられたと思うが，改善方策は病院側へのお願いも必要である｡
【社会貢献】
「到 達 目 標」　心臓血管疾患について，医療従事者に加え一般市民に対しても啓蒙活動を行う｡
「現 状 説 明」　血管診療に携るコメディカルを育成するための研修会，一般開業医を対象とした研究会，動脈硬化性疾患に関す

る市民公開講座ほか，循環器内科と協力して ｢take ABI｣ という末梢動脈疾患についてのイベントを開催し，医
療連携の講演会も複数回開催した｡ また，将来を担う小学生を対象に少年少女医学講座を開催し，ブタの心臓で
の心臓血管外科手術を体験させている｡

「点検・評価」　特に一般開業医へのプライマリケアの指針の普及，および医療連携の講演会に関しては，いずれも好評を得た
「改 善 方 策」　大動脈瘤や末梢血管疾患の早期発見と予防，静脈血栓塞栓症の予防と主点に，啓蒙活動を含めたより一層の社会

貢献を行う｡
「目標・改善方策の達成度」　目標は 80%達せられたと思うが，これからも努力を継続する｡

I.　著書
1. 下肢静脈瘤手術に必要な解剖と病態
生理

金原出版，最新 アッペ・
ヘモ・ヘルニア・下肢バ
リックスの手術 69（4）：
625-632, 2015

進藤　俊哉

2. SPP/TcPO2 メディカ出版，Vasc Lab 
別冊 保存版！血管診療
図解テキスト：133-138, 
2015

土田　博光（監：松尾　　汎*）

II.　学術論文
A1. Reduced protein C activity might be asso-

ciated with progression of peripheral arte-
rial disease

Angiology 66（6）：584-587, 
2015, *reprints（IF=2.931）

Komai H*,  Shindo S,  Sato M,  Ogino H

2. The role of common femoral artery endar-
terectomy in the endovascular era

Ann Vasc Surg 29（8）：
1501-1507, 2015（IF=1.045）

Nishibe T,  Maruno K,  Iwahori A,  Fujiyoshi T,  Suzuki S,  
Takahashi S,  Ogino H,  Nishibe M*,  

3. Endovascular therapy for femoropopliteal 
artery disease and association of risk fac-
tors with primary patency：The implica-
tion of critical limb ischemia and TASC II 
C/D disease

Vasc Endovascular Surg 49
（ 8）：2 3 6-4 1 ,  2 0 1 5
（IF=0.782）

Nishibe T,  Yamamoto K*,  Seike Y*,  Ogino H,  Nishibe M*,  
Koizumi J*,  Dardik A

4. Risk factors for adverse outcomes after 
endovascular therapy for critical limb 
ischemia with tissue loss due to infrain-
guinal artery disease

Int Angio 2015 Sep 4 
［Epub ahead of print］
（IF=0.899）

Nishibe T,  Yamamoto K*,  Toguchi K,  Seike Y*,  Ito N*,  
Nishibe M*,  Koizumi J*,  Dardik A*,  Ogino H

5. Evaluation of renal artery anomalies asso-
ciated with horseshoe kidney using CT 
Angiography

Tokai J Exp Clin Med 40
（1）：16-21（IF=0.39）

Ichikawa T*,  Tanno K*,  Okochi T*,  Koizumi J*,  Mori N*,  
Yamada Y*,  Joishi D*,  Enkhbaatar N*,  Terachi T*,  Nishibe 
T,  Dardik A*,  Shimura S*,  Imai Y*
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6. Hybrid repair of rare type IIIb endoleaks 
from an abdominal endograft：repeatedly 
undetected endoleaks

Interact Cardiovasc Thorac 
Surg 21（1）：129-131, 
2015（IF=1.329）

Seike Y*,  Nishibe T,  Ogino H,  Koizumi N

7. Stemal closure by rigid plate fi xation in 
off-pump coronary artery bypass graft-
ing：a comparative study

J Artif Organs 13：2015
（IF=1.438）

Matsuyama K,  Kuinose M,  Koizumi N,  Iwasaki T,  
Toguchi K,  Ogino H

8. Structural analysis of adventitial collagen 
to feature aging and aneurysm formation 
in human aorta

Journal of Vascular Sur-
gery 63（5）：1341-1350, 
2015（IF=3.021）

Urabe G,  Hoshina K,  Shimanuki T,  Nishimori Y,  Miyata 
T,  Deguchi J,  

C1. 肺動脈主幹部の圧排により左冠動脈
主幹部狭窄をきたした CTEPHの 1例

心臓 47（7）：865, 2015 戸口　佳代，小泉　信達，岩崎　倫明，鈴木　　隼，
丸野　惠大，藤吉　俊毅，岩堀　晃也，高橋　　聡，
岩橋　　徹，松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均

III.　学術刊行物
B1.【静脈血栓塞栓症 Update－画像診断に
何が求められているか－】慢性肺血栓
塞栓症　外科治療

メジカルビュー社，臨床
画像 31（1）：80-92, 2015

荻野　　均

2. HEART’s Selection 大動脈ステントグ
ラフト

日本心臓財団・日本循環
器学会発行，心臓47（6）：
651, 2015

荻野　　均

3. Part4 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
（CTEPH）に対する肺動脈血栓内膜摘
除術（PEA）について，その適応と手
術成績について教えてください

先端医学社，～早期診断
･治療のための～肺高血
圧症 Q&A 242-7

荻野　　均

4.【術前&術後ケアもぐんぐんわかる 目
で見て理解！ナースのための心臓血
管外科手術の術式別ケアビジュアル
ガイド】（第 4章）目で見て理解！心
臓血管外科の術式 &術式別ケア　大
血管疾患に対する手術　下行 ･胸腹部
大動脈置換術（解説 /特集）

メディカ出版，ハート
ナーシング秋季増刊 
136-143, 2015

荻野　　均

5. 肺高血圧症 management 外科治療と内
科治療の融合 CTEPHに対する PEA/
BPAの役割

Respiration & Circulation，
呼吸と循環 65（8）：S32-

33, 2015

荻野　　均

6.【EBMからみた抗血栓薬の選択】アテ
ローム血栓症の再発防止における抗
血栓薬の選択　末梢動脈閉塞（閉塞性
動脈硬化症）

メディカルビュー社，血
栓と循環 23（1）：37-40, 
2015

西部　俊哉

7. CTEPH 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に
対する集学的治療戦略

Respiration & Circulation，
呼吸と循環 65（8）：S32-

33, 2015

小泉　信達，佐藤　雅人，戸口　佳代，岩堀　晃也，
岩崎　倫明，松山　克彦，杭ノ瀬昌彦

8. 跛行患者の初期評価としてのトレッ
ドミルテストの方法

メディカ出版，Vascular 
Labメールマガジン 15
号 ･2015年 5月号

土田　博光

9. お役立ち 血管疾患診療室　代表的な
下肢の疾患 ｢閉塞性動脈硬化症｣ ～治
療編～

メディカ出版，Vascular 
Labメールマガジン 15
号 ･2015年 3月号

土田　博光

10. ｢腹部大動脈瘤｣ ～検査 ･治療編～ メディカ出版，Vascular 
Labメールマガジン 18
号 ･2015年 6月号

土田　博光



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌332S

11. 達人が教える今月のとっておきテク
ニック ｢上肢急性動脈閉塞症の診断｣

メディカ出版，Vascular 
Labメールマガジン 21
号 ･2015年 9月号

土田　博光

12. Vascularゼミナール メディカ出版，Vascular 
Labメールマガジン 21
号 ･2015年 9月号

土田　博光

13. 施設紹介 誠潤会水戸病院：土田博光 脈管学会 Newsletter 15：
9-10, 2015

土田　博光

14. 心臓と血管の外科治療 旗鼓堂堂，東京医科大学
報，585：12-13, 2015

進藤　俊哉

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Aortic valve and mitral valve repair case 

review, Cardiology case review
The Heart Valve Society 
G r i m a l d i  F o r u m
（2015.5.6-9）France, Nice

Ogino H 

2. Challenging redo mitral valve replace-
ment for a case with severe pulmonary 
hypertension associated with calcifi ed tis-
sue valve in the mitral position

Heart valve society in 
Monaco（2015 .5 .7-9）
Monaco

Matsuyama K,  Toguchi K,  Koizumi N,  Ogino H

3. The waffl  e procedure is more eff ective in 
the patient with constrictive pericarditis

Asian Society for Vascular 
Surgery（2015.5.11-15）
Hong Kong

Kamiya K,  Suzuki S,  Muromachi Y,  Fujiyoshi T,  Ino T,  
Takahashi S,  Toguchi K,  Iwahashi T,  Iwasaki T,  Koi-
zumi N,  Matsuyama K,  Nishibe T,  Ogino H

4. Risk factors for unilateral pulmonary 
edema after mininammly invasive cardiac 
surgery

I S M I C S  B e r l i n
（2015.6.3-6）Berlin Ger-

many

Matsuyama K,  Kuinose M*,  Nishie T,  Koizumi N,  Iwa-
saki T,  Iwahashi T,  Toguchi K,  Takahashi S,  Ogino H

5. Surgical repair of coronary artery aneu-
rysm

The 20th Annual Meeting 
of the Japanese Association 
for Coronary Artery Sur-
gery（2015.7.10）Kyoto, 
Japan

Toguchi K,  Matsuyama K,  Fujiyoshi T,  Suzuki S,  Muro-
machi Y,  Iwahori A,  Takahashi S,  Ino T,  Kamiya K,  
Iwahashi T,  Iwasaki T,  Koizumi N,  Nishibe T,  Ogino H

6. Reduced EPA/AA is a risk factor for 
development of PAD in young-and mid-
dle-aged patients

International Socity for 
V a s c u l a r  S u r g e r y
（2015.9.10-12）アテネ，
ギリシャ

Nishibe T,  Iwasaki T,  Ogino H,  Dardik A*

7. Contemporary techinique for open aortic 
arch repair

AATS workshop 2015 
KOBE（2015.10.16） 神
戸

 Ogino H

8. Surgical strategy in aortoesophageal fi stu-
lae

2015 AATS Aortic sympo-
s i u m  w o r k s h o p
（2015.10.16）神戸

Toguchi K,  Iwahashi T,  Koizumi N,  Nishibe T,  Suzuki 
S,  Fujiyoshi T,  Muromachi Y,  Iwahori A,  Takahashi S,  
Ino T,  Kamiya K,  Iwasaki T,  Ogino H

9. Why Beraprost now ?  New understanding 
of PAD drug therapy

中 国 循 環 器 学 会
（2015.11.5-8）上海

Nishibe T

国内学会
A1. 日本心臓血管麻酔学会合同チームシ
ンポジウム『体外循環中（開心術中）
の臓器保護について考える ｢外科医の
立場から｣

第 22回日本体外循環技
術医学会関東甲信越地方
会 大 会（2015.1.18-19）
箱根

荻野　　均

2. A型大動脈解離に対する広範囲大動脈
置換後に食道穿孔を来した一例

第 17 回 大 動 脈 外 科
フォーラム（2015.2.14）
大阪

荻野　　均
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3. ワークショップ ｢重症下肢虚血（CSI）
の感染管理｣ 重症下肢虚血患者の感染
管理

第 13回日本フットケア
学 会 年 次 学 術 集 会
（2015.2.14-15）東京

土田　博光，青柳　幸江*，小野　功善*，高橋　　聡，
岩堀　晃也

4. シンポジウム ｢疾患別にみたフットケ
ア：ポイントはなにか ?｣ 下肢静脈疾
患のフットケア

第 13回日本フットケア
学 会 年 次 学 術 集 会
（2015.2.14-15）東京

青柳　幸江*，土田　博光

5. 心臓弁膜症外科治療の現況と将来；適
応と医療連携

西東京市循環器医会
（2015.3.10）東京

荻野　　均

6. nack and pitfall of Aorfi x endovascular 
stent graft system

Aorfi x expert meeting in 
Tokyo（2015.3.14）東京

赤坂　純逸

7. CTEPHに対する外科治療：適応と術
式

第 8回伯耆心臓病 meet-
ing（2015.4.9）鳥取

荻野　　均

8. 大動脈弁温存形成術のあれこれ 第 15回 Tokyo Heart Con-
sertium（2015.4.10）東京

荻野　　均

9. 東京新宿区での病診連携と心臓血管
外科治療の最新トピックス

神戸循環器疾患治療セミ
ナー（2015.5.23）神戸

荻野　　均

10. 大動脈弁形成 住吉川循環器病研究会
（2015.5.27）東京

荻野　　均

11. 特別シンポジウム ｢バスキュラー・
ナースをめざして｣ 本邦における血管
看護師の現状と将来展望

第 43回日本血管外科学
会学術総会（2015.6.3-5）
横浜

青江　幸江*，土田　博光

12. 急性大動脈解離へのステントグラフ
トの適応と限界，従来の治療との対比

CCU 連 絡 協 議 会
（2015.6.22）東京

荻野　　均

13. 冠動脈肺動脈瘻の一例 第 168回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.6.27）東京

戸口　佳代，松山　克彦，藤吉　俊毅，鈴木　　隼，
室町　幸生，岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，
神谷健太郎，岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，
西部　俊哉，荻野　　均

14. 下肢静脈瘤に対するラジオ波焼灼術
の初期経験

第 35回日本静脈学会学
術 集 会（2015.7.10-11）
奈良

西部　俊哉，鈴木　　隼，岩堀 晃也，藤吉　俊毅，
室町　幸生，高橋　　聡，猪野　　崇，戸口　佳代，
神谷健太郎，岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，
松山　克彦，西部　正泰*，荻野　　均

15. 糖尿病性心血管疾患障害に対する外
科的治療・東京医大での試み

第 3回糖尿病性血管障害
セミナー（2015.7.11）札
幌

荻野　　均

16. パネルディスカッション 5 ｢PAD患者
のやる気を引き出す心臓リハビリ
テーション｣ PAD患者に対する監視
下運動療法期間延長の運動習慣獲得
への効果

第 21回日本心臓リハビ
リテーション学会学術集
会（2015.7.18-19）福岡

和田　敏裕*，土田　博光

17. 伏在静脈瘤に対するラジオ波焼灼術
の経験

第 21回日本血管内治療
学会総会（2015.7.23-25）
名古屋

西部　俊哉，西部　正泰*，丸野　恵大，藤吉　俊毅，
岩掘　晃也，鈴木　　隼，高橋　　聡，戸口　佳代，
岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，荻野　　均

18. 最新の心臓血管外科と周術期管理 四国心血管周術期管理セ
ミナー（2015.8.29）徳島

荻野　　均

19. 低侵襲時代における弓部大動脈瘤に
対する治療選択－Open Surgery と
TEVAR－

第 67回日本胸部外科学
会学術集会イブニングセ
ミナー（2015.10.18-20）
神戸

荻野　　均

20. 最新の心臓血管外科と周術期管理 β-blocker up to date in 
S A I W A I  2 0 1 5
（2015.10.23）川崎幸病院

荻野　　均
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21. ミニワークショップ I ｢下肢静脈瘤｣ 
下肢静脈瘤に対するレーザー焼灼術
の初期成績

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.24）
宇都宮

土田　博光

22. ワークショップ 1 ｢CLI：フットケア
による予防と治療｣ 重症虚血肢（CLI）
における看護師の役割と今後の課題

第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.29-31）虎ノ
門

青柳　幸江*，土田　博光

23.（特別講演）透析患者の PAD治療につ
いて

第 8 回 Dialysis-net802
（2015.11.24 ）立川

進藤　俊哉

B1. 慢性肺血栓塞栓症の外科治療と周術
期管理

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.10）
東京

小泉　信達，佐藤 雅人，戸口　佳代，鈴木　　隼，
藤吉　俊毅，丸野　恵大，岩堀　晃也，高橋　　聡，
岩橋　　徹，岩崎　倫明，松山　克彦，西部　俊哉，
荻野　　均

2. 開心術における胸骨プレート Sten-
aLock Bluの使用効果

第 45回日本心臓血管外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.2.16）京都

松山　克彦，杭ノ瀬昌彦，鈴木　　隼，岩堀　晃也，
丸野　恵太，高橋　　聡，戸口　佳代，岩橋　　徹，
岩崎　倫明，小泉　信達，西部　俊哉，荻野　　均

3. 当院におけるMICS手術の功罪 第 45回日本心臓血管外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.2.17）京都

松山　克彦，杭ノ瀬昌彦，岩堀　晃也，丸野　恵太，
鈴木　　隼，高橋　　聡，戸口　佳代，岩橋　　徹，
岩崎　倫明，小泉　信達，西部　俊哉，荻野　　均

4. 臓器灌流障害を伴う急性大動脈解離 第 45回日本心臓血管外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.2.16-18）京都

戸口　佳代，鈴木　　隼，丸野　恵太，藤吉　俊毅，
岩堀　晃也，高橋　　聡，岩橋　　徹，岩崎　倫明，
小泉　信達，松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均

5. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する
肺動脈内膜摘除術を中心とした集学
的治療

第 45回日本心臓血管外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.2.16-18）京都

小泉　信達，佐藤　雅人，戸口　佳代，鈴木　　隼，
藤吉　俊毅，丸野　恵太，高橋　　聡，岩橋　　徹，
岩崎　倫明，松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均

6. 閉塞性動脈硬化症に対する漢方治療
の可能性

第 6回多摩フットケアセ
ミナー（2015.3.6）

河合　幸史

7. 炎症性腹部大動脈瘤に留置したステ
ントグラフトの完全閉塞例に対する
再血管内治療の 1例

第 24回東京血管外科画
像 診 断 治 療 研 究 会
（2015.3.13）東京

岩橋　　徹，西部　俊哉，戸口　佳代，小泉　信達，
高橋　　聡，岩堀　晃也，丸野　恵大，鈴木　　隼，
藤吉　俊毅，岩崎　倫明，松山　克彦，杭ノ瀬昌彦，
荻野　　均

8. 三心房心，心房細動を合併した僧帽弁
閉鎖不全症に対する手術経験

第 167回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.3.14）

橋本　幹史，松山　克彦，鈴木　　隼，岩堀　晃也，
丸野　恵大，藤吉　俊毅，高橋　　聡，戸口　佳代，
岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，西部　俊哉，
荻野　　均

9. 重症動脈硬化性心血管疾患に対する
外科的治療

第 19回西部動脈硬化症
ワークス（2015.3.14）新
宿

小泉　信達，鈴木　　隼，岩堀　晃也，戸口　佳代，
藤吉　俊毅，丸野　恵大，高橋　　聡，岩橋　　徹，
岩崎　倫明，松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均

10. 抗生剤使用回数の違いによる急性虫
垂炎保存治療成績の比較

第 89回日本感染症学会
総 会・ 学 術 講 演 会
（2015.4.16）　京都

河合　幸史

11. ステートメント解説 2 CTEPHの外科
的治療の適応

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.24-26）
名古屋

荻野　　均

12. 足の血管病－患者を診るのはまず，足
下から－

東京医科大学病院　定例
院内研修会（2015.5.12）
東京

西部　俊哉

13. 緊急 TEVARの試み 第 62回東京医科大学循
環器研究会（2015.5.16）
東医

猪野　　崇
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14. 急性心筋梗塞後心室中隔穿孔に対す
る緊急外科治療

第 62回東京医科大学循
環器研究会（2015.5.16）
東医

鈴木　　隼，岩堀　晃也，藤吉　俊毅，室町　幸生，
猪野　　崇，高橋　　聡，戸口　佳代，神谷健太郎，
岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，松山　克彦，
西部　俊哉，荻野　　均

15. Endurant 脚閉塞症例の検討－Technical 
failureを避けるための strategy－

第 62回東京医科大学循
環器研究会（2015.5.16）
東京

赤坂　純逸

16. NOACを使用した肺動脈内血栓が消
失した深部静脈血栓症

東京脈管研究会－周術期 
静脈血栓塞栓症の予防と
治 療 を 考 え る－
（2015.5.28）新宿

神谷健太郎，吉田　幸代*，本田　義博*，榊原　賢士*，
葛　　仁猛*，加賀重亜喜*，鈴木　章司*，中島　博之*，
荻野　　均

17. TEVAR術後に外科再生手術を行った
症例の検討

第 43回日本血管外科学
会学術総会（2015.6.3-5）
横浜

小泉　信達，岩橋　　徹，鈴木　　隼，岩堀　晃也，
丸野　恵大，高橋　　聡，戸口　佳代，岩崎　倫明，
松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均

18. 急性 A型大動脈解離に対する地方大
学病院での治療成績

第 43回日本血管外科学
会学術総会（2015.6.3-5）
横浜

神谷健太郎，西部　俊哉，岩橋　　徹，鈴木　　隼，
岩堀　晃也，室町　幸生，藤吉　俊毅，猪野　　崇，
高橋　　聡，戸口　佳代，岩崎　倫明，小泉　信達，
松山　克彦*，荻野　　均

19. エンデュラント ･ステントグラフトの
初期成績：瘤縮小効果とエンドリーク
について

第 43回日本血管外科学
会学術総会（2015.6.3-5）
横浜

西部　俊哉，鈴木　　隼，岩堀　晃也，藤吉　俊毅，
室町　幸生，高橋　　聡，猪野　　崇，戸口　佳代，
神谷健太郎，岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，
松山　克彦，荻野　　均

20. 全身動脈硬化性疾患としての閉塞性
動脈硬化症

第 43回日本血管外科学
会学術総会（2015.6.3-5）
横浜

戸口　佳代，西部　俊哉，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，
室町　幸生，岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，
神谷健太郎，岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，
松山　克彦，荻野　　均

21. 閉塞性動脈硬化症による間欠性跛行
に対する八味地黄丸の有用性

第 43回日本血管外科学
会学術集会（2015.6.4）
横浜

河合　幸史

22. 弓部大動脈に対する TAVAR 弓部全置
換術を標準術式とする施設における
Hybrid arch TEVARの適応と手術成績

第 43回日本血管外科学
会学術総会（2015.6.3-5）
横浜

田中　裕史*，湊谷 謙司*，松田　　均*，佐々木啓明*，
糸永　達也*，清家　愛幹*尾田　達也*，伊庭　　裕*，
荻野　　均，小林順二郎*，福田　哲也*

23. 慢性透析患者の閉塞性動脈硬化症に
対する血管内治療成績

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京医大

戸口　佳代，西部　俊哉，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，
岩堀　晃也，高橋　　聡，岩橋　　徹，岩崎　倫明，
小泉　信達，松山　克彦，荻野　　均

24. 閉塞性動脈硬化症による間欠性跛行
に対する八味地黄丸の有用性

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.13）富
山

河合　幸史

25. 僧帽弁閉鎖不全症に帯する Edge-to-

edge techniqueを用いた僧帽弁形成術
の有用性

第 236回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.20）横浜

藤吉　俊毅，鈴木　　隼，岩堀　晃也，丸野　恵大，
高橋　　聡，戸口　佳代，岩橋　　徹，岩崎　倫明，
小泉　信達，西部　俊哉，荻野　　均

26. 若年者慢性血栓塞栓性肺高血圧症に
対する手術経験

第 236回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.20）東京

鈴木　　隼，小泉　信達，戸口　佳代，岩堀　晃也，
藤吉　俊毅，丸野　恵大，室町　幸生，猪野　　崇，
高橋　　聡，神谷健太郎，岩橋　　徹，岩崎　倫明，
松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均

27. 冠動脈瘤に対する外科的治療の 4例 第 20回日本冠動脈外科
学会学術大会（2015.7.9-

10）京都

戸口　佳代

28. 当院で経験した上腸間膜静脈血栓症
の 2例

第 35回日本静脈学会総
会（2015.7.10-11）東京

高橋　　聡，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，丸野　恵大，
岩堀　晃也，戸口　佳代，岩橋　　徹，岩崎　倫明，
小泉　信達，松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均
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29. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症を発症し
た精神疾患症例の検討

第 35回日本静脈学会総
会（2015.7.10-11）奈良

戸口　佳代，小泉　信達，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，
室町　幸生，岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，
岩橋　　徹，神谷健太郎，岩崎　倫明，松山　克彦，
西部　俊哉，佐藤　雅人，荻野　　均

30. 当センターにおける症例報告 東大血管外科症例検討会
（2015.7.18）東京

浦部　　豪

31. EVAR後 Stent graft main body 血栓に
対する再血管内治療の 2例

第 21回日本血管内治療
学会総会（2015.7.23-25）
名古屋

岩橋　　徹，西部　俊哉，戸口　佳代，小泉　信達，
神谷健太郎，猪野　　崇， 高橋　　聡，岩堀　晃也，
鈴木　　隼，藤吉　俊毅，岩崎　倫明，松山　克彦，
荻野　　均

32. 血管内治療と関連した大動脈食道瘻 第 21回日本血管内治療
学会総会（2015.7.23-25）
名古屋

戸口　佳代，西部　俊哉，岩橋　　徹，小泉　信達，
鈴木　　隼，藤吉　俊毅，室町　幸生，岩堀　晃也，
猪野　　崇，高橋　　聡，神谷健太郎，岩崎　倫明，
荻野　　均

33. 遠位弓部大動脈瘤に対する Fenestrated 
stent graftの遠隔期成績と問題点につ
いて

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18-20）
横浜

岩橋　　徹，小泉　信達，島崎　太郎，松本 正隆，
室町　幸生，藤吉　俊毅，岩堀　晃也，鈴木　　隼，
高橋　　聡，猪野　　崇，戸口　佳代，神谷健太郎，
岩崎　倫明，松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均

34. 急性心筋梗塞後心室中隔穿孔に対す
る緊急外科治療

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18-20）
横浜

鈴木　　隼，岩堀　晃也，藤吉　俊毅，室町　幸生，
猪野　　崇，高橋　　聡，戸口　佳代，神谷健太郎，
岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，西部　俊哉，
荻野　　均

35. 開心術周術期におけるトルバプタン
投与の効果

第 63回日本心臓病学会
学術総会（2015.9.20）横
浜

松山　克彦，小泉　信達，鈴木　　隼，藤吉　俊樹，
岩堀　晃也，丸野　恵大，室町　幸生，高橋　　聡，
猪野　　崇，戸口　佳代，岩橋　　徹，神谷健太郎，
岩崎　倫明，西部　俊哉，荻野　　均

36. CTEPHの外科治療：適応と限界 第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18-20）
横浜

小泉　信達，佐藤 雅人，戸口　佳代，鈴木　　隼，
藤吉　俊毅，岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，
神谷健太郎，岩橋　　徹，岩崎　倫明，松山　克彦，
西部　俊哉，荻野　　均

37. 慢性透析患者における感染性心内膜
炎の手術成績について

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18-20）
横浜

戸口　佳代，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，室町　幸生，
岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，神谷健太郎，
岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，西部　俊哉，
荻野　　均

38. 化膿性脊椎炎から感染性心内膜炎を
併発し，外科治療を施行した 2例

第 237回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.9.26）東京

戸口　佳代，松山　克彦，藤吉　俊毅，鈴木　　隼，
室町　幸生，岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，
神谷健太郎，岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，
西部　俊哉，荻野　　均

39. 急性心筋梗塞後心室中隔穿孔に対す
る緊急外科治療

第 237回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.9.26）東京

鈴木　　隼，室町　幸生，藤吉　俊毅，岩堀　晃也，
猪野　　崇，高橋　　聡，戸口　佳代，神谷健太郎，
岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，松山　克彦，
西部　俊哉，荻野　　均

40. ここまでできる PEA：適応と限界 第 4回日本肺循環学会 ･
第 3回日本肺高血圧学会
合同学術集会（2015.10.3）
東京

荻野　　均

41. 術後心肺補助を要した慢性血栓塞栓
性肺高血圧症の検討

第 3回日本肺高血圧学会
（2015.10.3-4）東京

戸口　佳代，小泉　信達，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，
室町　幸生，岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，
岩橋　　徹，神谷健太郎，岩崎　倫明，西部　俊哉，
荻野　　均
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42. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する
治療選択 PEA or BAV

第 67回日本胸部外科学
会学術集会（2015.10.18-

20）神戸

荻野　　均

43. Surgical results and pathological fi ndings 
of patients having aortic root dilataion

第 68回日本胸部外科学
会（2015.10.18-20）神戸

Fujiyoshi T,  Suzuki S,  Muromachi Y,  Iwahori A,  Ino T,  
Takahashi S,  Toguchi K,  Kmiya K,  Iwahashi T,  Iwasaki 
T,  Obikane H*,  Koizumi N,  Matsuyama K,  Nishibe T,  
Ogino H

44. 開心術後の誤嚥予防に対する半夏厚
朴湯の有用性

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.18）神戸

河合　幸史

45. 大動脈食道瘻の外科的治療の検討 第 68回日本胸部外科学
会総会（2015.10.18-20）
神戸

戸口　佳代，岩橋　　徹，西部　俊哉，鈴木　　隼，
藤吉　俊毅，室町　幸生，岩堀　晃也，高橋　　聡，
猪野　　崇，神谷健太郎，岩崎　倫明，荻野　　均

46. 食道癌大動脈穿破に対し緊急 TEVAR 
が奏功した 2症例

第 23回日本血管外科学
会関東甲信越地方会
（2015.10.24）蒲田

須長　正貴，西部　俊哉，岩橋　　徹，戸口　佳代，
岩堀　晃也，荻野　　均

47. 急性大動脈解離後の上腸間膜動脈の
灌流障害に対しステント留置術を施
行した 2例

第 23回日本血管外科関
東 甲 信 越 地 方 会
（2015.10.24）蒲田

鈴木　　隼，西部　俊哉，高橋　　聡，猪野　　崇，
戸口　佳代，神谷健太郎，岩橋　　徹，岩崎　倫明，
小泉　信達，荻野　　均

48. Coral reef aortaに対し比解剖学的バイ
パス術を施行した 1例

第 23回日本血管外科学
会関東甲信越地方会
（2015.10.24）東京

赤坂　純逸

49. どうなるの ?血管外科－歴史から紐解
く PADの最新治療－

第 56回日本脈管学会総
会イブニングセミナー 1
（2015.10.29-31）虎ノ門

西部　俊哉

50. 胸部大動脈瘤破裂に対する緊急
TEVARの有効性

第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.29-31）虎ノ
門

神谷健太郎

51. 腎動脈瘤の新しい血管内治療 第 56回日本脈管学会総
会ポスター（2015.10.29-

31）虎ノ門

鈴木　　隼，西部　俊哉，室町　幸生，藤吉　俊毅，
岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，戸口　佳代，
岩崎　倫明，岩橋　　徹，神谷健太郎，小泉　信達，
松山　克彦*，荻野　　均，小泉　　淳*

52. 保存的治療にて消失した感染性総腸
骨動脈瘤の 1例

第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.29）東京

浦部　　豪， 河合　幸史，内山　裕智，本橋　慎也，
井上　秀範，赤坂　純逸，進藤　俊哉

53. マルファン症候群の心血管病変に対
する外科治療

第 56回日本脈管学会総
会 シ ン ポ ジ ウ ム
（2015.10.30）虎ノ門

荻野　　均

54. 動静脈に同時に血栓症を来した抗リ
ン脂質抗体症候群の一例

第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.29-31）虎ノ
門

戸口　佳代，小泉　信達，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，
室町　幸生，岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，
岩橋　　徹，神谷健太郎，岩崎　倫明，西部　俊哉，
荻野　　均

55. 大動脈十二指腸瘻を来した腹部大動
脈瘤破裂に対しステントグラフト内
挿術を施行し救命した 1例

第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.29-31）虎ノ
門

室町　幸生，西部　俊哉，戸口　佳代，鈴木　　隼，
藤吉　俊毅，猪野　　崇，高橋　　聡，神谷健太郎，
岩橋　　徹，岩崎　倫明，小泉　信達，松山　克彦*，
荻野　　均

56. トレッドミルによる監視運動療法に
おいて歩容が及ぼす影響

第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.29-31）虎ノ
門

飯島加奈子*，和田　敏裕*，土田　博光，柿岡慶次郎*

57. 慢性大動脈解離術後に急性硬膜下血
腫を合併した 2例

第 169回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.11.7）お台場

高橋　　聡，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，岩堀　晃也，
猪野　　崇，戸口　佳代，神谷健太郎，岩橋　　徹，
岩崎　倫明，小泉　信達，松山　克彦，西部　俊哉，
荻野　　均
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58. Malperfusion を合併した DeBakeryIII
型逆行性解離に対し緊急 TEVARを施
行した一例

第 169回日本胸部外科学
会関東甲信越地方会
（2015.11.7）お台場

鈴木　　隼，岩橋　　徹，室町　幸生，藤吉　俊毅，
岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，戸口　佳代，
岩崎　倫明，神谷健太郎，小泉　信達，松山　克彦，
西部　俊哉，荻野　　均

59. EVT施行不能例に対する下腿動脈バ
イパスの一例

第 4回多摩 CLI研究会
（2015.11.12）

内山　裕智

60. 食道癌大動脈浸潤に対する緊急
TEVARの有効性の検討

第 37回東京脈管研究会
（2015.11.16）東京医大

須長 正貴，岩橋　　徹，西部　俊哉，岩堀　晃也，
鈴木　　隼，藤吉　俊毅，室町　幸生，高橋　　聡，
戸口　佳代，神谷健太郎，岩崎　倫明，小泉　信達，
荻野　　均

61. 術後心肺補助を要した慢性血栓塞栓
性肺高血圧症の検討

第 53回日本人工臓器学
会（2015.11.20-21）東京

戸口　佳代，小泉　信達，佐藤　雅人，鈴木　　隼，
藤吉　俊毅，室町　幸生，高橋　　聡，岩崎　倫明，
松山　克彦，西部　俊哉，荻野　　均

62. 失神を契機に発見された大動脈弁狭
窄症に対する手術経験

第 31 回 城 西 心 血 管
フォーラム（2015.11.26）
新宿

戸口　佳代

63. CTEPHの手術適応に関する検討 CTEPH Clinical Confer-
e n c e  T O K Y O 2 0 1 5
（2015.11.28）

小泉　信達，Yoshida Y*,  Honda Y*,  Sakakibara K*,  
Katsu M*,  Kaga S*,  Suzuki S*

64. 月経過多を伴った慢性血栓塞栓症肺
高血圧と大動脈二尖弁の一例

第 238回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.12.5）東京

戸口　佳代，小泉　信達，鈴木　　隼，藤吉　俊毅，
室町　幸生，岩堀　晃也，高橋　　聡，猪野　　崇，
岩橋　　徹，神谷健太郎，岩崎　倫明，西部　俊哉，
荻野　　均

65. 当センターにおける症例報告 東大血管外科症例検討会
（2015.12.12）東京

浦部　　豪

66. 術前重度の脳合併症を認めた，若年性
感染性心内膜炎の 1症例

第 63回東京医科大学循
環器研究会（2015.12.19）
新宿

猪野　　崇，鈴木　　隼，室町　幸生，藤吉　俊毅，
高橋　　聡，戸口　佳代，神谷健太郎，岩橋　　徹，
岩崎　倫明，小泉　信達，西部　俊哉，荻野　　均

67. 発作時 ST-S変化を伴わず QT延長を
来す冠攣縮性狭心症が疑われる 1例

第 63回東京医科大学循
環器研究会（2015.12.19）
新宿

藤吉　俊毅

68. 左鎖骨下動脈を完全閉塞させてステ
ントグラフト治療を行った胸部大動
脈瘤の 1例

第 63回東京医科大学循
環器研究会（2015.12.19）
東京

内山　裕智，赤坂　純逸，井上　秀範，本橋　慎也，
浦部　　豪，河合　幸史，進藤　俊哉

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 日本外傷診療研究機構 JATEC東京コースイン

ストラクター（2015.1.10）
東京（2015.1.10）つくば

土田　博光

2. 日本外傷診療研究機構 JATEC東京コースイン
ストラクター（2015.1.11）
東京

土田　博光

3. 日本外傷診療研究機構 JATEC茨城コースイン
ストラクター（2015.1.17）
つくば

土田　博光

4. 日本外傷診療研究機構 JATEC茨城コースイン
ストラクター（2015.1.18）
つくば

土田　博光
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5. 日本フットケア協会 第 13回日本フットケア
学会年次学術集会 【実践
教室】血管診療における
検査の知識と技術～やっ
てみよう Vascular Nurs-
ing～（2015.2.14-15）東
京（2015.2.15）横浜

土田　博光

6. 本当に怖い大動脈瘤とその治療法－
体に優しい治療をめざして

八王子学園都市いちょう
塾公開講座（2015.2.21）
東京

赤坂　純逸

7. AORFIXTMAAA ステントグラフトシ
ステムの使用経験

Aorfi xTM 症 例 検 討 会
（2015.3.15）東京

赤坂　純逸

8. ステントグラフトについて ステントグラフト社外講
師勉強会（2015.4.14）東
京

赤坂　純逸

9. 心臓血管外科患者にならないために 東京医科大学第 市民公
開講座（2015.4.20）東京

西部　俊哉

10. 脈管疾患の解剖と生理 平成 27年度第 1回 CVT
認定機構セミナー（血管
無侵襲診断セミナー）
（2015.6.6）東京

土田　博光

11. JPTEC協議会 平 成 27 年 度 第 4 回
JPTECプロバイダーコー
ス 開 催 世 話 人
（2015.10.17）水戸

土田　博光

12. 脈管疾患の解剖と生理 平成 27年度第 3回 CVT
認定機構セミナー（血管
無侵襲診断セミナー）
（2015.10.31）東京

土田　博光

脳神経外科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　クリニカルクラークシップに則り，実臨床で応用力を身につけるように指導を行う。
「現 状 説 明」　臨床実習は一週間と短期間であるが効率良く指導を行っている。
「点検・評価」　時間的制約があるが，実臨床の中で指導はできている。
「改 善 方 策」　できるだけ教育担当者を専従させ指導を行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 80%程度を達成した。
【研究】
「到 達 目 標」　治療困難な頭蓋底腫瘍手術後の機能温存の向上。新規治療の導入のための機材・薬剤の開発。
「現 状 説 明」　全国から数多く紹介を受ける頭蓋底腫瘍の症例を，各種モニタリング，3D顕微鏡を導入し手術を行っている。

また，悪性脳腫瘍に対しては，当院で開発を手掛けた光線力学療法を導入している。
「点検・評価」　良好な治療成績を得ている。
「改 善 方 策」　今後もより良い治療を提供する目標を持ちつつ研究を行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 90%程度を達成した。
【診療】
「到 達 目 標」　地域の中核病院として，より安全で高度な医療を提供しつつ，治療成績の向上を目指す。
「現 状 説 明」　年間，約 500件の手術をこなしている。
「点検・評価」　チーム医療を行い，高度な医療を提供できていると考える。
「改 善 方 策」　複数科との協力を行いながらの診療体制を更に構築していく。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 90%程度を達成した。
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【社会貢献】
「到 達 目 標」　最新医療あるいは高度な医療が社会に認知されるように努力をする。
「現 状 説 明」　最新医療をよりわかりやすく解説する場を設け，理解をしてもらっている。
「点検・評価」　現状においては概ね達成できていると考える。
「改 善 方 策」　定期的に市民公開講座のような会を行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 80%程度を達成した。

I.　著書
1. Role and Management of Intracranial 

Pressure in Neuroanesthesia
Springer, Japan, Neuroan-
esthesia and Cerebrospinal 
Protection：153-161, 2015

Ikeda Y,  Uchino H,  Miyashita R
（In：Uchino H,  Ushijima K,  Ikeda Y,  eds）

2. Positioning of Neurosurgical patients Springer, Japan, Neuroan-
esthesia and Cerebrospinal 
Protection：279-290, 2015

Jimbo H,  Ikeda Y
（In：Uchino H,  Ushijima K,  Ikeda Y,  eds）

3. Microsurgical Anatomy and Surgery of 
the Posterior Cranial Fossa：Surgical 
Approaches and Procedures Based on 
Anatomical Study

Springer, Japan, 2015 Matsushima T,  Matsushima K,  et al
（In：Matsushima T, ed）

4. 聴神経腫瘍・頭蓋底腫瘍の手術に関す
る最近の知見

中外製薬，第 20回脳腫
瘍レビューサブノート，
80-105, 2015

河野　道宏

5. 頭蓋底手術各アプローチにおける止
血の現状

バクスター社，東京，頭
蓋底開頭腫瘍摘出術の各
到達法における局所止血
の変遷と将来の可能性，
2-4, 2015

河野　道宏

6. 脳動脈解離 医学書院，東京，今日の
治療指針・私はこう治療
している，868-869, 2015

池田　幸穂（監：山口　　徹，北原　光夫）

7. 小脳脳幹裂の解剖とその開放 第 29回日本微小脳神経
外科解剖研究会講演集，
81-82, 2015

松島　　健，Yagmurlu K，神保　洋之，河野　道宏，
Rhoton AL Jr

8. 医学 中山書店，頭痛専門医試
験　問題・解説集，2015

池田　幸穂（編：日本頭痛学会）

9. 第 109回再現医師国家試験問題解説書
D-2, D-41, G-54

医学評論社，東京，第
109回再現医師国家試験
問題解説書，2015

大賀　　優

10. 神経鞘腫－特に神経との剥離に重点
をおいて－

メジカルビュー社，東京，
新 NS NOW 4 脳・脊髄
腫瘍摘出のための引き出
し　－腫瘍摘出のための
コツとピットフォール，
126-135, 2015

河野　道宏（編：森田　明夫）

11. レザフィリン ®と photodynamic ther-
apy （PDT）

メジカルビュー社，東京，
新 NS NOW 4 脳・脊髄
腫瘍摘出のための引き出
し　－腫瘍摘出のための
コツとピットフォール，
96-103, 2015

秋元　治朗（編：森田　明夫）
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12. 第 109回再現医師国家試験問題解説書
B-27, 1-21, 1-24

医学評論社，東京，第
109回再現医師国家試験
問 題 解 説 書，102-103, 
463, 466-467, 2015

中島　伸幸

13. 問題 D12, D21, D25 医学評論社，CBTこあ
か り シ リ ー ズ　2015, 
2015

中島　伸幸

14. 虚血患者の管理 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，408-412, 2015

市川　　恵（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

15. 抗てんかん薬：痙攣発作の予防と長期
にわたる治療

メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，398-399, 2015

須永　茂樹（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

16. てんかん重積 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，399-400, 2015

須永　茂樹（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

17. 無症候性脳血管障害（脳神経外科疾患
以外の手術に対して）

メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，401-403, 2015

神保　洋之（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

18. 脳出血を有する患者の管理 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，403-405, 2015

神保　洋之（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

19. 硬膜下血腫と硬膜外血腫の管理 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，406-408, 2015

市川　　恵（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

20. グラスゴー・スケールとリエージュ・
スケール

メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，412-413, 2015

大塚　邦紀（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

21. 頭部外傷の管理 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，414-415, 2015

大塚　邦紀（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

22. 脊髄損傷の初期対応 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，416-419, 2015

永井　健太（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

23. 髄膜炎 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，420-421, 2015

永井　健太（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

24. 脳膿瘍 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，422-423, 2015

深見真二郎（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）
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25. 尿崩症 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，東
京，ビジュアル麻酔の手
引，424-426, 2015

深見真二郎（訳）（監訳：大畑めぐみ，本田　　完）

II.　学術論文
A1. Clinical features of vestibular schwanno-

mas in patients who experience hearing 
improvement after surgery

Neurosurg Rev 38：331-

341, 2015（IF=2.176）
Kohno M,  Sora S,  Sato H,  Shinogami M,  Yoneyama H

2. Dorsal displacement of the facial nerve in 
acoustic neuroma surgery：clinical fea-
tures and surgical outcomes of 21 consec-
utive dorsal pattern cases

Neurosurg Rev, doi：
1 0 . 1 0 0 7 / s 1 0 1 4 3-0 1 5-

0681-8, 2015  （IF=2.176）

Nejo T,  Kohno M,  Nagata O,  Sora S,  Sato H

3. Microclimate is an independent risk factor 
for the development of intraoperatively 
acquired pressure ulcers in the park-bench 
position：A prospective observational 
study

Wound Repair Regen 23
（ 6）：9 3 9-9 4 7 ,  2 0 1 5
（IF=2.745）

Yoshimura M,  Nakagami G,  Iizaka S,  Yoshida M,  
Uehata Y,  Kohno M,  Kasuya Y,  Mae T,  Yamasaki T,  
Sanada H

4. Risk factors associated with intraopera-
tively acquired pressure ulcers in the 
park-bench position：a retrospective 
study

Int Wound J, epub ahead of 
print, 2015（IF=2.15）

Yoshimura M,  Iizaka S,  Kohno M,  Nagata O,  Yamasaki 
T,  Mae T,  Haruyama N,  Sanada H

5. Melanotic schwannoma of the jugular 
foramen with rapid necrotic regression 
mimicking an intratumoral hemorrhage of 
the jugular foramen neurinoma. Case 
report

Austin J Neurosurg 2：
1033, 2015（IF=1.198）

Teranishi Y,  Kohno M,  Sora S,  Sato H,  Yokoyama M,  
Nakazato Y

6. Intraoperative monitoring in decompres-
sion of compressive spinal and spinal 
nerve diseases by transcranial motor-
evoked potential：the law of twenty per-
cent

J Clin Neurosci 22（9）：
1 4 0 3-1 4 0 7 ,  2 0 1 5
（IF=1.378）

Tanaka S,  Hirao J,  Oka H,  Akimoto J,  Takanashi J,  
Yamada J

7. Magnetic resonance imaging characteris-
tics of tumefactive demyelinating lesions

J Biomedical Science 
Enginerring 8：321-326, 
2015（IF=0.95）

Akimoto J,  Suda T,  Hashimoto R,  Fukuhara H,  Kohno 
M

8. Possibility and Challenge of Cancer Ther-
apy using combination products with drug 
and device- Insight fro experiences of 
investigator-initiated clinical trial for 
malignant brain tumors by photodynamic 
therapy using Talaporfi n and PDT laser

DRUG DELIVERY SYS-
TEM 30（3）：226-233, 
2015（IF=15.038）

Muragaki Y,  Maruyama T,  Ikuta S,  Akimoto J,  Maeda 
M,  Iseki H

9. Photodynamic therapy using talaporfi n 
sodium induces concentration-dependent 
programmed necroptosis in human glio-
blastoma T98G cells

Lasers Med Sci 30（6）：
1 7 3 9-1 7 4 5 ,  2 0 1 5
（IF=2.461）

Miki Y,  Akimoto J,  Moritake K,  Hironaka C,  Fujiwara 
Y

10. Evaluation of laser irradiance on photody-
namic therapy using talaporfi n sodium-

induced glioblastoma T98 cell death

Fundamental Toxicol Sci 
2：1 1 1-1 1 6 ,  2 0 1 5
（IF=1.893）

Miki Y,  Akimoto J,  Sato A,  Fujiwara Y

11. Microsurgical Anatomy of the Lateral 
Condylar Vein and its Clinical Signifi -
cance

Neurosurgery 11 Suppl 2：
135-146, 2015（IF=3.78）

Matsushima K,  Funaki T,  Komune N,  Kiyosue H,  
Kawashima M,  Rhoton AL
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12. Absence of the superior petrosal veins and 
sinus：Surgical considerations

Surg Neurol Int 26（6）：
34, 2015（IF=1.18）

Matsushima K,  Ribas ES,  Kiyosue H,  Komune M,  Miki 
K,  Rhoton AL

13. Anatomy and approaches along the cere-
bellar-brainstem fi ssures

J Neurosurg, epub, 2015
（IF=3.737）

Matsushima K,  Yagmurlu K,  Kohno M,  Rhoton AL

14. Comparison of lateral microsurgical pre-
auricular and anterior endoscopic 
approaches to the jugular foramen

J Laryngol Otol 129 Suppl 
2：S 1 2-2 0 ,  2 0 1 5
（IF=0.672）

Komune N,  Komune S,  Matsushima K,  Rhoton AL

15. Japanese Neurosurgeons and Microsurgi-
cal Anatomy：A Historical Review

Neurol Med Chir 55（4）：
276-285, 2015（IF=0.724）

Matsushima T,  Kawashima M,  Matsushima K,  Wanibu-
chi M

16. Preservation of the nerves to the frontalis 
muscle during pterional craniotomy

J Neurosurg 122（6）：
1 2 7 4-1 2 8 2 ,  2 0 1 5
（IF=3.737）

Poblete T,  Jiang X,  Komune N,  Matsushima K,  Rhoton 
AL

17. Comparative Study of the Free Radical 
Scavenging Activities of Original and 
Generic Edaravone Determined by Elec-
tron Spin Resonance

J Neurol Disord 3：245, 
2015 （IF=0.89）

Jimbo H,  Ikeda Y,  Lee M

18. Middle latency auditory-evoked potential 
index monitoring of cerebral function to 
predict functional outcome after emer-
gency craniotomy in patients with brain 
damage

Scandinavian Journal of 
Trauma Resuscitation and 
Emergency Medicine 23：
80, 2015（IF=2.025）

Tsurukiri J,  Nagata K,  Hoshiai A,  Oomura T,  Jimbo H,  
Ikeda Y

19. Rapid de novo aneurysm formation after 
Rathke’s cleft cyst rupture：a case report

World Neurosurgery 30：
11, 2015（IF=2.878）

Jimbo H,  Ichikawa M,  Fukami S,  Otsuka K,  Tsurukiri J,  
Sunaga S,  Ikeda Y

20. 脳底動脈幹穿通枝破裂脳動脈瘤に対
し血管内治療にて治療した 1例

脳外 43：619-627, 2015 金中　直輔，佐藤　博明，阿部　　肇，小池　　司，
根城　尭英，福井　　敦，鳥橋　孝一，楚良　繁雄，
河野　道宏

21. 側頭骨ドリリングを用いた頭蓋底手
術アプローチ　－Combined transpetro-
sal approachを中心に－

脳神経外科ジャーナル 
24（12）：855-863, 2015

河野　道宏

22. 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学
的療法（PDT）

Pharma Medica 33（2）：
111-114, 2015

秋元　治朗

23. グリオーマに対する覚醒下手術：メ
リットとデメリット

日本医事新報 4757：49, 
2015

秋元　治朗

24. 膠芽腫に対する光線力学的療法 癌と化学療法 42（6）：
678-682, 2015

秋元　治朗

25. 悪性脳腫瘍に対する光線力学的療法
の開発と実践

日本獣医麻酔外科学雑誌 
46（1）：Suppl 50, 2015

秋元　治朗

26. インフリキシマブ治療中断後，神経症
状が顕在化した Behcet病

東 医 大 誌 73（3）：308-

318, 2015
毛塚　剛司，三橋　良輔，秋元　治朗，沢田　哲治，
後藤　　浩

27. 舞踏運動で発症した脳アミロイドア
ンギオパチー関連白質脳症

東 医 大 誌 73（4）：390-

401, 2015
深澤　雷太，馬原　孝彦，秋元　治朗，眞田　知英，
帯包　妃代

28. 初期臨床研修医に対する「神経蘇生シ
ミュレーション研修」の試み

日本神経救急学会雑誌 
27（3）：29－34, 2015

高橋　　恵，奥寺　　敬

29. 神経救急における NCSE BRAIN and NERVE 67
（5）：569-573, 2015

高橋　　恵，奥寺　　敬

30. 脳神経外科救急基礎（Primary Neuro-
surgical Life Support：PNLS）コースの
国内普及と国際展開

Neurosurgical Emergency 
20（1）：6-13, 2015

高橋　　恵，奥寺　　敬，若杉　雅浩，岩瀬　正顕，
安心院康彦，中村　丈洋，池田　尚人，伊藤　勝博，
橋本真由美

31. 頭蓋底手術に必要な検査　－血管撮
影を含む

JOHNS 31（7）：831-835, 
2015

中島　伸幸，河野　道宏
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32. 小児脳神経先天異常 up to date-原因遺
伝子から治療まで　水頭症とくも膜
嚢胞

Clinical Neuroscience 33
（4）：418-421, 2015

深見真二郎，中島　伸幸，三木　　保

33. 動脈瘤壁濃染像を呈した部分血栓化
大型椎骨脳動脈瘤に対して internal 
trappingし奏効した 1治療例

脳 卒 中 37（2）：121-124, 
2015

渡辺　大介，橋本　孝朗，岡田　博史，田中悠二郎，
一桝　倫生，加藤　大地，河野　道宏

34. 術前脳内悪性リンパ腫の診断にて神
経内視鏡生検術を行った高齢者膠芽
種の 3例

Geriatric Neurosurgery 
27：35-39, 2015

岡田　博史，秋元　治朗，中島　伸幸，冨田　丈博，
三木　　保，河野　道宏

35. 心肺機能停止症例における蘇生後低
酸素脳症の急性期像および中期的予
後：一救急医療機関における 412CPR
症例分析

脳 死・ 脳 蘇 生 27（2）：
78-83, 2015

大賀　　優，加藤　大地，青柳　　滋，原岡　　怜，
大橋　智生，中村　達也，斎田　晃彦，河野　道宏，
三木　　保

36. 慢性硬膜下血腫の治療ポイント 日 本 医 事 新 報 4757：
24-27, 2015

大賀　　優

B1. Trigeminocerebellar arteryによる三叉神
経 痛 と microvascular decompression
（MVD）

脳神経外科速報 25（3）：
244-249, 2015

一桝　倫生，田草川　豊

2. 脳卒中と頭痛 日本頭痛学会誌 42（1）：
57-59, 2015

池田　幸穂

3. 病院運営と医療経営士 脳神経外科 43（9）：773-

774, 2015
池田　幸穂

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Surgery for large acoustic neuromas－How 

to obtain excellent surgical results ?－
The 7th International Con-
ference on Acoustic Neu-
roma（2015.4.13）Shan-
gai, China

Kohno M

2. How to select appropriate surgical 
approaches for cerebellopontine angle 
meningiomas

The 7th International Con-
ference on Acoustic Neu-
roma（2015.4.14）Shan-
gai, China

Kohno M

3. Surgery for large acoustic neuromas－How 
to obtain excellent surgical results?－

The 14th Asian Austral-
asian Congress of Neuro-
l o g i c a l  S u r g e o n s
（2015.4.17）Jeju, Korea

Kohno M

4. Various surgical approaches for cerebello-
pontine angle tumors－How to select an 
appropriate approach?－

The 25th Annual Meeting 
of Korean Brain Tumor 
S o c i e t y（2 0 1 5 . 7 . 2 5）
Seoul, Korea

Kohno M

5. Surgery for acoustic neuromas and CP 
angle tumors－selection of appropriate 
approach and hemostasis－

The 15th Far East Neuro-
surgical Video Conference
（2015.7 .26）Sapporo , 

Japan

Kohno M

6. How to select an appropriate approach for 
cerebellopontine angle tumors

Skull Base Con 2015
（2015.10.10）Bangalore, 

India

Kohno M

7. Application of skull base approaches for 
vascular lesions

Skull Base Con 2015
（2015.10.10）Bangalore, 

India

Kohno M
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8. Surgery for cerebellopontine angle tumors The 22nd Annual Meeting 
& General Assembly of 
Korean Skull Base Society
（2 0 1 5 . 11 . 2 7）Ye o s u , 

Korea

Kohno M

B1. Primary Neurosurgical Life Support 
Course：neuroresuscitation-associated 
simulation training for neurosurgical 
emergencies

The 14th Asian Austral-
asian Congress of Neuro-
l o g i c a l  S u r g e o n s
（2015.4.18）Jeju, Korea

Takahashi M,  Okudera H,  Wakasugi M,  Sakamoto M,  
Hashimoto M

2. Carotid stenting without contrast media 7th European Society of 
Minimally Invasive Neuro-
logical Therapy（2015.9.9）
Nice, France

Ohashi T

3. Surgery for large acoustic neuromas－How 
to obtain excellent surgical results?－

The 15th Interim Meeting 
of the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.9）Roma, Itary

Kohno M,  Izawa H,  Nakajima N,  Akimoto J

4. Trigeminal neuralgia due to compression 
of trigeminocerebellar artery：Report of 6 
cases

The 15th Interim Meeting 
of the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.9）Roma, Itary

Ichimasu N,  Takusagawa Y,  Nakajima N,  Hoshino T,  
Matsushima K,  Utsugi O,  Saida A,  Kohno M

5. Microsurgical anatomy of the cerebellar 
fi ssures -cerebellar-brainstem fi ssure dis-
sections for brainstem surgery

The 15th Interim Meeting 
of the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.11）Roma, Itary

Matsushima K,  Yagmurlu K,  Jimbo H,  Kohno M,  Rho-
ton AL

6. Microsurgical and endoscopic anatomy of 
the extensions of the retrosigmoid 
approach and applications of the electro-
magnetic navigation system

The 15th Interim Meeting 
of the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.11）Roma, Itary

Matsushima K,  Komune N,  Matsuo S,  Jimbo H,  Kohno 
M,  Rhoton AL

7. Association between carotid artery steno-
sis and the ratio of sarum eicosapentae-
noic/arachidonic acid

13th Congress of the World 
Federation of Interven-
tional and Therapeautic 
N e u r o r a d i o l o g y
（2015.11.13）Gold Coast, 

Australia

Ohashi T,  Hashimoto T,  Koyama S,  Watanabe D,  Kohno 
M

国内学会
A1. 救急センターでの高齢者てんかん患
者の特徴

第 20回日本脳神経外科
救急学会（2015.1.31）東
京

須永　茂樹，田中　洋輔，弦切　純也，新井　隆男，
須田　智裕，一桝　倫生，橋本　　亮，神保　洋之，
池田　幸穂

2. 脳神経領域におけるエンボスフィア
を用いた塞栓術

脳神経領域におけるエン
ボスフィア ®の適正使
用 に 関 す る 講 習 会
（2015.2.11）東京

橋本　孝朗

3. 脳卒中に負けない！　－予防・早期発
見・治療の正しい知識－

第 94回東京医科大学病
院 市 民 公 開 講 座
（2015.2.20）東京

橋本　孝朗

4. 聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍の手術と
頭蓋底外科の応用

第 64回香川脳神経外科
談話会（2015.2.21）高松

河野　道宏

5. 東京医科大学虐待防止委員会の活動
状況について：頭部外傷例を中心に

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.6）徳島

秋元　治朗，福原　宏和，河島　尚志，藤平　輝明，
宮崎歌代子，三木　　保
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6. 聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍の手術と
頭蓋底外科の応用

脳 腫 瘍 学 術 講 演 会
（2015.4.24）大阪

河野　道宏

7. 側頭骨ドリリングを用いた頭蓋底手
術アプローチ（3D）

第 35回日本脳神経外科
コ ン グ レ ス 総 会
（2015.5.7）大阪

河野　道宏

8. 頭蓋底外科における止血法 第 35回日本脳神経外科
コ ン グ レ ス 総 会
（2015.5.8）大阪

河野　道宏

9. てんかん診療の実態 第 7回八王子てんかんカ
ンファランス（2015.5.13）
東京

須永　茂樹

10. 頭痛・めまい・しびれの診療と脳神経
外科手術

藤枝学術カンファレンス
（2015.5.16）藤枝

河野　道宏

11. 頸動脈血栓内膜剥離術（CEA），STA-

MCA（もやもや病）などの麻酔管理（虚
血性脳障害をきたす可能性のある疾
患の麻酔管理）

第 62回日本麻酔科学会
学術総会（2015.5.29）神
戸

神保　洋之

12. 聴神経腫瘍・頭蓋底腫瘍の手術に関す
る最近の知見

第 20回脳腫瘍レビュー
（2015.6.6）東京

河野　道宏

13. 大人のてんかん 多摩てんかん市民公開講
座（2015.6.6）東京

須永　茂樹

14. 脳腫瘍に伴うてんかんのマネージメ
ント　～最新の知見～

E p i l e p s y  F o r u m
（2015.6.10）東京

秋元　治朗

15. 顔面神経鞘腫のマネジメント　－顔
面神経を温存した手術の成績

第 38回日本顔面神経学
会（2015.6.12）東京

河野　道宏

16. 脳腫瘍の周術期管理について 第 6回脳神経外科看護セ
ミナー（2015.6.14）東京

秋元　治朗

17. アテディオ配合剤の可能性　－脳神
経外科の立場より　脳卒中予防に関
して－

城西 N型 Caチャンネル
シンポジウム（2015.6.16）
東京

橋本　孝朗

18. 悪性脳腫瘍に対する光線力学的療法
の開発と実践

第 90回日本獣医麻酔外
科学会（2015.6.21）大宮

秋元　治朗

19. 聴神経腫瘍の治療方針　－脳神経外
科の考え

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25）浜
松

河野　道宏

20. てんかんの診療と治療　－複数の症
例呈示を通して－

多摩てんかん webセミ
ナー（2015.6.30）東京

須永　茂樹

21. 頭蓋底悪性腫瘍に対する切除方法ご
との頭蓋底再建法

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

神保　洋之，三浦　弘規，松島　　健，橋本　　亮，
須田　智裕，須永　茂樹，池田　幸穂，河野　道宏，
塚原　清彰，吉澤　直樹

22. 原発性悪性脳腫瘍に対する Photody-
namic therapy（PDT）

第 25回日本光線力学学
会（2015.7.10）東京

秋元　治朗

23. 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学
的療法セミナー

第 11回日本脳神経外科
光線力学学会（2015.7.11）
東京

秋元　治朗

24. 聴神経腫瘍・頭蓋底腫瘍の手術手技に
関する最近の知見

第 45回兵庫県脳神経外
科医懇話会（2015.7.11）
神戸

河野　道宏

25. 脳梗塞の予防について知る　外科的
治療の役割は ?

藤枝市立総合病院主催市
民公開講座（2015.7.15）
静岡

堤　　将輝
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26. 温故創新：本邦初の複合型医師主導治
験を終えて

第 17回脳教カンファレ
ンス（2015.7.18）富山

秋元　治朗

27. 聴神経腫瘍のモニタリング 第 1回術中脳脊髄モニタ
リ ン グ セ ミ ナ ー
（2015.8.2）大阪

河野　道宏

28. 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学
的療法

中 四 国 PDT 講 習 会
（2015.8.9）広島

秋元　治朗

29. 血管吻合 第 2回脳神経外科血管吻
合ハンズ・オン・セミナー
（2015.9.3）茨城

斎田　晃彦

30. 当院で行っている脳卒中治療につい
て

稲敷市医師会学術講演　
脳卒中地域連携の会
（2015.9.18）茨城

大橋　智生

31. 脳動脈瘤クリッピングに対するアプ
ローチ

平成 27年度実践的な手
術手技向上研修，脳神経
外科カダバーダイセク
ションコース（2015.9.21）
東京

伊澤　仁之

32. PDT（Photodynamic therapy） 第 20回日本脳腫瘍の外
科学会（2015.9.25）名古
屋

秋元　治朗

33. 頭蓋底解剖と手術の支援・教育
（cadaver）

第 20回日本脳腫瘍の外
科学会（2015.9.26）名古
屋

河野　道宏

34. てんかんの診療と外科治療 山梨赤十字病院院内講演
（2015.9.30）山梨

須永　茂樹

35. 聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍の手術と
頭蓋底外科の止血

第 51回秋田神経外科カ
ンファレンス（2015.10.2）
秋田

河野　道宏

36. 手術後に追加治療を要した前庭神経
鞘腫の検討

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

河野　道宏，田中悠二郎，岡田　博史，中島　伸幸，
伊澤　仁之，秋元　治朗，楚良　繁雄

37. 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学
的療法　～その課題と展望～

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

秋元　治朗，深見真二郎，市川　　恵，福原　宏和，
永井　健太，須田　智裕，河野　道宏

38. 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学
的療法　～その課題と展望

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
栃木

秋元　治朗，深見真二郎，福原　宏和，永井　健太，
須田　智裕，河野　道宏，市川　　恵，Hasan T

39. 脳動脈瘤の治療 武田薬品株式会社　社内
講演（2015.10.28）東京

橋本　孝朗

40. 東京医科大学茨城医療センターにお
ける脳疾患の実績と今後の問題

茨城県鹿行地区講演会
（2015.11.16）茨城

斎田　晃彦

41. 当院における脳血管障害外科的治療
の現状

鹿島脳卒中連携懇話会
（2015.11.16）茨城

原岡　　怜

42. Provocative testは必要か ?　～頭蓋底
腫瘍に対する栄養血管塞栓術 33例の
経験から～

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.20）岡山

田中悠二郎，橋本　孝朗，中島　伸幸，伊澤　仁之，
渡辺　大介，生天目浩昭，岡田　博史，新井　佑輔，
秋元　治朗，河野　道宏

43. エンボスフィアによる腫瘍塞栓効果
とその判定方法

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.20）岡山

岡田　博史，橋本　孝朗，横山　智哉，田中悠二郎，
渡辺　大介，生天目浩昭，中島　伸幸，秋元　治朗，
河野　道宏
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44. 脳腫瘍周術期のてんかん制御　～最
新の話題～

第 17回東京西都心脳神
経 外 科 懇 話 会
（2015.11.20）東京

秋元　治朗

45. 手術に役立つ後頭蓋窩微小解剖：若手
による解説

第 8回東海若手脳腫瘍手
術 研 究 会（2015.11.22）
名古屋

松島　　健

46. 水頭症を伴う後頭蓋窩手術における
一期的第三脳室底開窓術の検討

第 8回日本水頭症脳脊髄
液学会（2015.11.22）東
京

中島　伸幸，生天目浩昭，岡田　博史，横山　智哉，
永井　健太，深見真二郎，伊澤　仁之，橋本　孝朗，
河野　道宏，三木　　保

47. 転移性脳腫瘍への対応 第 8 回 Cancer Board
（2015.11.24）東京

秋元　治朗

48. 茨城県南地域における脳疾患をいか
に取り込めるか

東京医科大学准教授・講
師 講 演 会（2015.11.27）
東京

斎田　晃彦

49. 脳腫瘍の周術期管理について 第 7回脳神経外科看護セ
ミナー（2015.11.29）東
京

秋元　治朗

50. 大学病院における医療経営士の役割　
－現場主導型マネジメントの確立を
目指して－　医療経営士が取り組む
べき使命と課題

日本医療経営実践協会　
創立 5周年記念シンポジ
ウム（2015.12.7）東京

池田　幸穂

51. 聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍の手術　
－アプローチの選択と止血法－

第 20回関西脳神経外科
手 術 研 究（2015.12.19）
大阪

河野　道宏

B1. 結果的に会心の手術だった大型未破
裂前交通動脈瘤に対するクリッピン
グ

第 7回南十字星脳神経外
科手術研究会（2015.1.11）
鴨川

田中悠二郎，伊澤　仁之，小笠原大介，河野　道宏

2. アプローチ選択が明暗を分けた小脳
橋角部腫瘍の 2例

第 7回南十字星脳神経外
科手術研究会（2015.1.11）
鴨川

中島　伸幸，岡田　博史，福原　宏和，生天目浩昭，
永井　健太，河野　道宏

3. 迷走神経刺激術の適応について 第 38回日本てんかんの
外科学会（2015.1.15）東
京

須永　茂樹，神保　洋之，永井　健太，須田　智裕，
一桝　倫生，橋本　　亮，池田　幸穂

4. 薬物抵抗性てんかんに対して脳梁離
断術と迷走神経刺激術を行った 1例

第 39回日本てんかんの
外科学会（2015.1.16）東
京

一桝　倫生，須永　茂樹，永井　健太，須田　智裕，
大塚　邦紀，橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂

5. 神経分化を伴う cortical ependymoma
の 1例

第 114回東京脳腫瘍研究
会（2015.1.17）東京

秋元　治朗，深見真二郎，市川　　恵，福原　宏和，
河野　道宏

6. AICAが内耳孔付近で硬膜に癒着して
いる顔面痙攣の手術

第 17回日本脳神経減圧
術学会（2015.1.17）東京

星野　孝省，檮木　　治，田草川　豊

7. 舞踏運動にて発症した脳アミロイド
アンギオパチー関連白質脳症

第 446回東京医科大学臨
床懇話会（2015.1.20）東
京

秋元　治朗

8. 皮膚病変が進行し，脳腫瘍との鑑別を
要した肉芽腫性髄膜脳炎の 1例

第 129回東京医科大学八
王子医療センター CPC
（2015.1.20）東京

須田　智裕

9. 脳室系グリオーマに対する神経内視
鏡生検術

第 28回東京脳腫瘍治療
懇話会（2015.1.23）東京

秋元　治朗，深見真二郎，市川　　恵，福原　宏和，
中島　伸幸，河野　道宏，三木　　保

10. チタンメッシュを用いた頭蓋骨形成法　
－ハンマーを用いた打ち出し法－

第 2回手技にこだわる脳
神経外科ビデオカンファ
ランス（2015.1.24）東京

伊澤　仁之
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11. 急性期脳卒中患者統計について 第 18回新宿区医師会脳
卒 中 医 療 連 携 の 会
（2015.1.27）東京

武田　泰明，小山　俊一

12. 東京都脳卒中救急搬送体制における
脳梗塞患者の転帰

第 20回日本脳神経外科
救急学会（2015.1.30）東
京

高橋　　恵，生天目浩昭，加藤　大地，大坪　　豊，
東　　幸郎

13. 頚椎脱臼骨折後に脳底動脈閉塞症を
呈した一例

第 31回東京脳血管内治
療研究会（2015.2.7）東
京

加藤　大地，岡田　博史，田中悠二郎，渡辺　大介，
橋本　孝朗

14. 放射線壊死を合併した乳がん脳転移
の 1例

第 6回東京医科大学八王
子医療センター cancer 
board（2015.2.12）東京

神保　洋之

15. 当院で経験した Trousseau症候群の 7
例から－

第 6回東京医科大学八王
子医療センター cancer 
board（2015.2.12）東京

神保　洋之

16. 頚動脈ステント留置術（Carotid artery 
stenting：CAS）クリニカルパス

第 12回クリニカルパス
大会（2015.2.12）東京

小山　俊一，武田　泰明，橘　　知子，井上　純羽，
熊谷　幸恵，宮崎　華子，本間　礼恵，堀江　洋美，
石川　智章，中野　一実

17. 診断困難であった CLIPPERSと考え
られた一例

第 38回日本脳神経 CI学
会総会（2015.2.13）名古
屋

深見真二郎，市川　　恵，秋元　治朗，河野　道宏

18. 当施設のてんかん診療の取り組みと
課題

全国てんかん協議会総会
（ J E P I C A 2 0 1 5 ）
（2015.2.14）東京

須永　茂樹，神保　洋之，田中　洋輔，新井　隆男，
池田　幸穂

19. ハイビジョン神経内視鏡下経蝶形骨
洞的手術のセッティングと手技

第 25回日本間脳下垂体
腫瘍学会（2015.2.27）京
都

深見真二郎，市川　　恵，中島　伸幸，河野　道宏，
西岡　　宏

20. 頭蓋咽頭腫に対する経鼻的下垂体腫
瘍術後に脳血管攣縮を呈した 1例

第 25回日本間脳下垂体
腫瘍学会（2015.2.28）京
都

中島　伸幸，深見真二郎，岡田　博史，福原　宏和，
田中悠二郎，渡辺　大介，橋本　孝朗，河野　道宏

21. 虐待と判断し，臓器提供の希望を退け
た幼児急性硬膜外血腫の一例

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.6）徳島

福原　宏和，秋元　治朗，市川　　恵，深見真二郎，
橋本　孝朗，熊田　　篤，河島　尚志，三木　　保，
河野　道宏

22. 頚椎脱臼骨折に合併した椎骨動脈損
傷に対する治療

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.6）徳島

岡田　博史，橋本　孝朗，渡辺　大介，田中悠二郎，
三木　　保，河野　道宏

23. 傘の柄による経眼窩的穿通性頭部外
傷の一例

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.6）徳島

伊澤　仁之，小笠原大介，田中悠二郎，秋元　治朗，
河野　道宏

24. 交通外傷後に難治性てんかん発作と
性格変化を呈した 1例

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.6）徳島

須永　茂樹，神保　洋之，須田　智裕，一桝　倫生，
橋本　　亮，池田　幸穂

25. 脳神経外科領域シミュレーション研
修である PNLSの神経外傷における可
能性　－第一報－

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.7）徳島

高橋　　恵，奥寺　　敬，若杉　雅浩，坂本　美重

26. 学童期以降の小児頭部外傷後高次脳
機能障害　－とくに記憶障害の長期
予後と QOLの関連について

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.7）徳島

大賀　　優，青柳　　滋，原岡　　怜，冨田　丈博，
堤　　将輝，大橋　智生，斎田　晃彦，河野　道宏，
三木　　保

27. Hydro Frame-Soft Advanceの使用経験 第 23 回 Intravascular 
Neurosurgery Winter Sem-
inar（2015.3.7）赤倉

渡辺　大介，橋本　孝朗

28. コイル回収に難渋した一例 第 23 回 Intravascular 
Neurosurgery Winter Sem-
inar（2015.3.7）赤倉

大橋　智生，青柳　　滋
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29. 脳腫瘍に対するエンボスフィアの塞
栓効果

第 23 回 Intravascular 
Neurosurgery Winter Sem-
inar（2015.3.7）赤倉

橋本　孝朗，渡辺　大介，岡田　博史，田中悠二郎，
河野　道宏

30. 造影剤を使わない CAS 第 23 回 Intravascular 
Neurosurgery Winter Sem-
inar（2015.3.7）赤倉

青柳　　滋，大橋　智生

31. INI-1陽性で BRAF mutationを有する
Rhabdoid glioblastomaの 1例

第 18回脳神経外科疾患
の臨床と病理の JOINT 
C O N F E R E N C E
（2015.3.21）東京

秋元　治朗，深見真二郎，福原　宏和，河野　道宏，
信澤　純人，横尾　英明

32. ステント併用コイル塞栓術を破裂急
性期に施行した大型脳底動脈先端部
動脈瘤の 2治療例

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.26）広島

渡辺　大介，橋本　孝朗，岡田　博史，田中悠二郎，
小笠原大介，星野　孝省，檮木　　治，河野　道宏

33. 橋出血の生命・機能予後に関する検討 第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.26）広島

福原　宏和，中島　伸幸，岡田　博史，斎田　晃彦，
織田　　順，河野　道宏

34. 顕微鏡的多発血管炎を合併した多発
脳梗塞の一例

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.26）広島

青柳　　滋，斎田　晃彦，大賀　　優，大橋　智生，
堤　　将輝，原岡　　怜，加藤　大地

35. 基幹病院が隣接している地域での
Drip, Ship and Retrieve

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.26）広島

小山　俊一，武田　泰明，橋本　孝朗，渡辺　大介，
河野　道宏

36. Galenic dural arteriovenous fi stulaに対
する 3D multi fusion imagingを活用し
た多角的治療戦略

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.26）広島

田中悠二郎，秋元　治朗，橋本　孝朗，深見真二郎，
渡辺　大介，市川　　恵，岡田　博史，福原　宏和，
須田　智裕，河野　道宏

37. Cavernous dural AVFに対する経静脈的
Target Embolization　－Cavernous Sinus
の圧測定の意義－

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.26）広島

橋本　孝朗，大橋　智生，渡辺　大介，生天目浩昭，
小山　俊一，岡田　博史，田中悠二郎，加藤　大地，
河野　道宏

38. 当施設における被殻出血に対する神
経内視鏡下血腫除去術の術後成績　
－開頭血腫除去術との比較検討

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.26）広島

大賀　　優，加藤　大地，青柳　　滋，原岡　　怜，
冨田　丈博，堤　　将輝，大橋　智生，斎田　晃彦，
三木　　保，河野　道宏

39. もやもや病に合併した後大脳動脈破
裂脳動脈瘤の一例

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.26）広島

小笠原大介，橋本　孝朗，渡辺　大介，岡田　博史，
田中悠二郎，河野　道宏

40. 脳出血とくも膜下出血を同時かつ独
立に来たした 1例

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.26）広島

原岡　　怜，加藤　大地，青柳　　滋，堤　　将輝，
大橋　智生，大賀　　優，斎田　晃彦

41. STA-MCA bypass吻合部に発生した動
脈瘤の 1治療例

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.26）広島

加藤　大地，大橋　智生，大賀　　優，堤　　将輝，
原岡　　怜，青柳　　滋，斎田　晃彦

42. 頚椎脱臼骨折に合併した椎骨動脈血
栓症の治療

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.27）広島

岡田　博史，橋本　孝朗，小笠原大介，田中悠二郎，
渡辺　大介，河野　道宏

43. 頚動脈病変と脂肪酸に関する考察 第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.27）広島

大橋　智生，加藤　大地，青柳　　滋，原岡　　怜，
堤　　将輝，大賀　　優，斎田　晃彦

44. Broad neckの球状中大脳動脈瘤に対す
る手術について：Parallel clippingか
perpendicular clippingか

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.27）広島

斎田　晃彦，大賀　　優，大橋　智生，堤　　将輝，
原岡　　怜，加藤　大地，青柳　　滋

45. 抗凝固薬内服患者の頭蓋内出血に対
する開頭手術時における止血管理

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.28）広島

永井　健太，神保　洋之，須永　茂樹，大塚　邦紀，
橋本　　亮，一桝　倫生，須田　智裕，武田　泰明，
池田　幸穂，河野　道宏

46. 神経内視鏡下脳内血腫除去術の過去・
現在・未来

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.28）広島

深見真二郎，市川　　恵，中島　伸幸，三木　　保，
河野　道宏

47. くも膜下出血後に発症したてんかん
についての検討

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.28）広島

須永　茂樹，大塚　邦紀，須田　智裕，永井　健太，
一桝　倫生，橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂
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48. NIHSS4点以下の脳梗塞症例における
rt-PA静注療法の検討

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.28）広島

高橋　　恵，生天目浩昭，加藤　大地，大坪　　豊，
東　　幸郎

49. 側頭骨悪性腫瘍における，顔面神経温
存と再建

第 24回脳神経外科手術
と機器学会（2015.4.3）
大阪

神保　洋之，吉澤　直樹，塚原　清彰，一桝　倫生，
須永　茂樹，須田　智裕，橋本　　亮，河野　道宏，
池田　幸穂

50. 光線力学的療法を用いた側頭葉悪性
神経膠腫の手術手技

第 24回脳神経外科手術
と機器学会（2015.4.4）
大阪

深見真二郎，秋元　治朗，市川　　恵，永井　健太，
福原　宏和，河野　道宏

51. アプローチ選択が明暗を分けた小脳
橋角部髄膜腫の 2例

第 24回脳神経外科手術
と機器学会（2015.4.4）
大阪

中島　伸幸，岡田　博史，福原　宏和，生天目浩昭，
永井　健太，田中悠二郎，伊澤　仁之，秋元　治朗，
河野　道宏

52. 小脳脳幹裂の解剖とその開放　－特
に脳幹部手術のために－

第 29回日本微小解剖研
究会（2015.4.11）名古屋

松島　　健，Yagmurlu K，神保　洋之，河野　道宏，
Rhoton AL

53. 長時間 irrigationにて止血し得た神経
内視鏡下生検の経験

第 14回新都心神経内視
鏡症例検討会（2015.4.18）
東京

深見真二郎，中島　伸幸，福原　宏和，秋元　治朗，
河野　道宏，三木　　保

54. 結核性脳室炎による片側性水頭症の 1
例

第 14回新都心神経内視
鏡症例検討会（2015.4.18）
東京

中島　伸幸，深見真二郎，福原　宏和，岡田　博史，
生天目浩昭，秋元　治朗，河野　道宏，和田　　淳，
三木　　保

55. 転移性脳腫瘍に対して内視鏡下単独
頭蓋内腫瘍摘出術を施行した 1例

第 14回新都心神経内視
鏡症例検討会（2015.4.18）
東京

中島　伸幸，深見真二郎，福原　宏和，岡田　博史，
生天目浩昭，秋元　治朗，河野　道宏，和田　　淳，
三木　　保

56. Solitary tentorial sarcoid granulomaの 1
例

第 126回社団法人日本脳
神経外科学会関東支部学
術集会（2015.4.18）東京

永井　健太，秋元　治朗，福原　宏和，深見真二郎，
小笠原大介，田中悠二郎，伊澤　仁之，河野　道宏

57. 内視鏡併用開頭術にて全摘出を得た
鞍結節部髄膜腫の一例

第 51回多摩脳神経外科
懇話会（2015.4.19）東京

松島　　健，須田　智裕，一桝　倫生，橋本　　亮，
深見真二郎，須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

58. てんかんを伴った小児再発性側頭葉
内側腫瘍の 1例

第 23回多摩脳腫瘍研究
会（2015.5.16）東京

須田　智裕，須永　茂樹，神保　洋之，橋本　　亮，
福原　宏和，松島　　健，池田　幸穂

59. 眼球運動障害と眼瞼下垂を契機に診
断された悪性リンパ腫

第 449回東京医科大学臨
床懇話会（2015.5.26）東
京

秋元　治朗

60. 脳腫瘍と DVT 東 京 脈 管 研 究 会
（2015.5.28）東京

新井　佑輔，深見真二郎，秋元　治朗

61. 心肺機能停止症例に対する蘇生後低
酸素脳症の急性期像とリハビリテー
ションの実態：一救急医療機関におけ
る 4年間のデータ分析

第 52 回日本リハビリ
テーション医学会学術集
会（2015.5.28）新潟

大賀　　優

62. Glioblastomaにおける epithelioid vari-
antsについて　～Rhabdoid, Epithelioid 
and Epithelial glioblastoma～

第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.29）高松

深見真二郎，秋元　治朗，福原　宏和，市川　　恵，
須田　智裕，永井　健太，河野　道宏，信澤　純人，
横尾　英明

63. Cervico-medullary gangliogliomaの 1例 第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.29）高松

福原　宏和，秋元　治朗，市川　　恵，永井　健太，
須田　智裕，深見真二郎，河野　道宏，渋谷　　誠

64. Cowden病に伴う Lhermitte-Duclos病
の分子遺伝学的解析

第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.30）高松

秋元　治朗，福原　宏和，須田　智裕，永井　健太，
市川　　恵，深見真二郎，河野　道宏

65. 悪性脳腫瘍に対する術中迅速免疫染
色診断の試み

第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.30）高松

須田　智裕，秋元　治朗，福原　宏和，永井　健太，
市川　　恵，深見真二郎，河野　道宏

66. Solitary tentorial sarcoid granulomaの 1
例

第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.30）高松

永井　健太，秋元　治朗，福原　宏和，深見真二郎，
小笠原大介，田中悠二郎，伊澤　仁之，河野　道宏

67. 頸椎椎弓形成術後に水頭症を呈した 1
例

第 33回多摩脊椎・脊髄
カ ン フ ァ レ ン ス
（2015.6.4）東京

橋本　　亮，松島　　健，福原　宏和，須田　智裕，
須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之
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68. Primary Neurosurgical Life Support
（PNLS）コースにおける「モジュール

C：脳ヘルニアと神経所見」の意義

第 18回日本臨床救急医
学会総会（2015.6.5）富
山

高橋　　恵，奥寺　　敬，安心院康彦，池田　尚人，
岩瀬　正顕

69. 聴神経腫瘍手術患者の聴力変化と
DPOAE

第 24回日本聴神経腫瘍
研究会（2015.6.6）東京

田中悠二郎，伊澤　仁之，中島　伸幸，小笠原大介，
新井　佑輔，河野　道宏

70. 聴神経腫瘍以外の小脳橋角部腫瘍に
おける術後聴力改善について

第 24回日本聴神経腫瘍
研究会（2015.6.6）東京

河野　道宏，田中悠二郎，岡田　博史，中島　伸幸，
伊澤　仁之，秋元　治朗

71. 閉塞性水頭症を伴う嚢胞性前庭神経
鞘腫に対して第三脳室底経由内視鏡
手術を行った 1例

第 24回日本聴神経腫瘍
研究会（2015.6.6）東京

中島　伸幸，永井　健太，岡田　博史，一桝　倫生，
河野　道宏，和田　　淳，三木　　保

72. 手術後に再発した聴神経腫瘍の検討 第 24回日本聴神経腫瘍
研究会（2015.6.6）東京

河野　道宏，田中悠二郎，岡田　博史，中島　伸幸，
伊澤　仁之，秋元　治朗

73. 虐待と判断し，臓器提供の希望を退け
た幼児重症頭部外傷の一例

第 43回日本小児神経外
科学会（2015.6.12）山口

福原　宏和，秋元　治朗，市川　　恵，深見真二郎，
橋本　孝朗，熊田　　篤，河島　尚志，河野　道宏

74. 脊髄髄膜瘤修復術後水頭症患児の
シャント機能不全についての検討

第 43回日本小児神経外
科学会（2015.6.12）山口

大塚　邦紀，河村　淳史，山元　一樹，阿久津宣行，
山川　　皓，長嶋　達也

75. 出産 12日後に発症した椎骨動脈解離
に伴う脳底動脈塞栓症に対し血栓回
収を行った一例

第 2回日本心血管脳卒中
学会学術集会（2015.6.12）
徳島

田中悠二郎，橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，
岡田　博史，河野　道宏

76. Radiation-induced carotid artery stenosis
に対する血行再建術

第 2回日本心血管脳卒中
学会学術集会（2015.6.13）
徳島

橋本　孝朗，渡辺　大介，小山　俊一，田中悠二郎，
岡田　博史，生天目浩昭，大橋　智生，河野　道宏

77. 急性硬膜下血腫により非けいれん性
てんかん重積状態を呈した一症例

第 9回日本てんかん学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.13）東京

一桝　倫生，須永　茂樹，須田　智裕，松島　　健，
橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂

78. 富山県初期臨床研修医集中研修にお
ける ISLSの意義

第 29回日本神経救急学
会学術集会（2015.6.19）
秋田

高橋　　恵，坂元　美重，若杉　雅浩，奥寺　　敬

79. 特発性脊髄ヘルニアの手術動向と治
療成績

第 30回日本脊髄外科学
会（2015.6.26）札幌

橋本　　亮，須田　智裕，一桝　倫生，松島　　健，
福原　宏和，須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之

80. 脳腫瘍塞栓術におけるエンボスフィ
アのサイズ・カテーテル選択

第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.26）沖縄

橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，岡田　博史，
田中悠二郎，新井　佑輔，河野　道宏

81. 脳腫瘍塞栓術におけるエンボスフィ
アの効果

第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.26）沖縄

岡田　博史，橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，
田中悠二郎，新井　佑輔，河野　道宏

82. 脳底動脈瘤と内頚動脈閉塞を合併し
た一例

第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.26）沖縄

青柳　　滋，小笠原大介，大橋　智生

83. 脳底動脈窓形成部大型脳動脈瘤の 1治
療例

第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.26）沖縄

渡辺　大介，橋本　孝朗

84. 血栓化を伴った脳動脈瘤の一例 第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.26）沖縄

小笠原大介，青柳　　滋，大橋　智生

85. 内科治療抵抗性の中大脳動脈狭窄に
対して PTAを行った一例

第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.27）沖縄

新井　佑輔，橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，
岡田　博史，田中悠二郎，河野　道宏

86. 脳血管内治療の一例 第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.27）沖縄

加藤　大地
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87. 発症 35分後に来院したが，t-PA治療
の行えなかった右総頸動脈閉塞の一
例

第 16回東京西都心脳神
経外科懇話会（2015.7.3）
東京

横山　智哉，岡田　博史，田中悠二郎，渡辺　大介，
中島　伸幸，橋本　孝朗，河野　道宏

88. 造影剤を使用しない CAS　－3症例の
検討－

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

青柳　　滋，大橋　智生，小笠原大介，一桝　倫生，
原岡　　怜，斎田　晃彦

89. 脳灌流圧低下に対する EC-IC bypass 
術前後に二期的に外頚動脈の PTA, 
stent 留置を行った 1例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

小笠原大介，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，斎田　晃彦

90. 経皮的血管形成術を施行した中大脳
動脈狭窄症の一例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

新井　佑輔，橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，
岡田　博史，田中悠二郎

91. 小脳血管芽腫に対する NBCAを用い
た術前塞栓術

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

小山　俊一，武田　泰明，橋本　孝朗，渡辺　大介，
和田　　淳

92. 中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術
の検討　～新しいデバイス到来によ
る可能性を探る～

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

渡辺　大介，橋本　孝朗

93. 胸痛のない Stanford A型解離に伴った
右頚動脈閉塞の一例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

横山　智哉，岡田　博史，田中悠二郎，渡辺　大介，
中島　伸幸，橋本　孝朗

94. くも膜下出血で発症した頭蓋頸椎移
行部動静脈瘻の 2例から

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

神保　洋之，橋本　　亮，松島　　健，須田　智裕，
福原　宏和，弦切　純也，須永　茂樹，池田　幸穂

95. 禎心会病院での研修 そして，藤枝市
立総合病院へ

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

堤　　将輝

96. 第 4脳室異常拡大を呈した超低出生体
重児頭蓋内出血後水頭症の 2例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

加藤　大地，大坪　　豊，大賀　　優，中島　伸幸，
三木　　保

97. 脊椎手術後髄液漏に対し perifascial 
areolar tissue（PAT）が有用であった 1
例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

松島　　健，橋本　　亮，権東　容秀，福原　宏和，
須田　智裕，須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之

98. 顔面痙攣の手術：下位脳神経間からの
圧迫動脈へのアプローチ
MVD for hemifacial spasm：Surgical 
approach through the space between lower 
cranial nerves

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

星野　孝省，檮木　　治，田草川　豊

99. Solitary tentorial sarcoid granulomaの 1
例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

永井　健太，秋元　治朗，福原　宏和，深見真二郎，
小笠原大介，田中悠二郎，伊澤　仁之，河野　道宏

100. 悪性脳腫瘍に対する術中迅速免疫染
色診断の試み

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

須田　智裕，秋元　治朗

101. 経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出術の現在 第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

深見真二郎，中島　伸幸，西岡　　宏

102. そのシビレ放っておいて大丈夫です
か ?

第 25回東京医科大学八
王子医療センター市民公
開講座（2015.7.4）東京

橋本　　亮

103. 皮膚異常を伴わない脊髄脂肪腫につ
いての検討

第 32回日本二分脊椎研
究会（2015.7.4）大阪

大塚　邦紀，河村　淳史，山元　一樹，阿久津宣行，
松尾　和哉，長嶋　達也
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104. 神経蘇生アルゴリズム学習ツールと
しての PNLSコースの意義

第 28回脳死・脳蘇生学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.7.5）名古屋

高橋　　恵，奥寺　　敬，若杉　雅浩，坂元　美重，
橋本真由美，PNLS委員会

105. 脳卒中医療連携について　－脳卒中
医療連携パスの現況－

第 19回新宿区医師会脳
卒 中 医 療 連 携 の 会
（2015.7.7）東京

武田　泰明，小山　俊一

106. 小脳テント髄膜腫伸展に伴う手術ア
プローチの選択

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

斎田　晃彦，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，小笠原大介

107. 側頭骨削開を要する頭蓋底アプロー
チ　－何をどこまでするべきか－

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

河野　道宏，中島　伸幸，伊澤　仁之，秋元　治朗，
楚良　繁雄

108. Suprajugular extension of the retrosig-
moid approach：microsurgical anatomy

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

松島　　健，河野　道宏，小宗　徳孝，三木　浩一，
松島　俊夫，神保　洋之，Rhoton AL

109. 聴神経腫瘍に対する三次元立体表示
を用いた顔面神経走行の検討

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.10）名古屋

中島　伸幸，岡田　博史，一桝　倫生，福原　宏和，
日置　美紀，川口　喜史，伊澤　仁之，河野　道宏

110. 外側後頭下開頭における頭蓋内側頭
骨削除のバリエーションと顕微鏡的
および内視鏡的解剖

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.10）名古屋

松島　　健，小宗　徳孝，松尾　　諭，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL Jr

111. 頭蓋底腫瘍に対する栄養血管塞栓術
における合併症回避のための工夫

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.10）名古屋

田中悠二郎，橋本　孝朗，中島　伸幸，伊澤　仁之，
深見真二郎，冨田　丈博，渡辺　大介，生天目浩昭，
岡田　博史，永井　健太，新井　佑輔，横山　智哉，
秋元　治朗，河野　道宏

112. 側頭葉悪性神経膠腫に対する光線力
学的療法の初期経験

第 11回日本脳神経外科
光線力学学会（2015.7.11）
東京

深見真二郎，秋元　治朗，市川　　恵，福原　宏和，
永井　健太，河野　道宏

113. 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学
的療法　～その課題と展望～

第 11回日本脳神経外科
光線力学学会（2015.7.11）
東京

秋元　治朗，深見真二郎，市川　　恵，福原　宏和，
永井　健太，須田　智裕，河野　道宏

114. 悪性髄膜腫細胞株に対する Talaporfi n 
sodiumを用いた PDTの効果

第 11回日本脳神経外科
光線力学学会（2015.7.11）
東京

永井　健太，秋元　治朗，深見真二郎，河野　道宏，
三木　雄一，藤原　泰之，市川　　恵，Hasan T

115. 頭蓋咽頭腫に対する経鼻的下垂体腫
瘍摘出術後に脳血管攣縮を合併した 1
例

第 17回脳教カンファレ
ンス（2015.7.18）富山

中島　伸幸，深見真二郎，岡田　博史，福原　宏和，
田中悠二郎，渡辺　大介，橋本　孝朗，河野　道宏

116. 磁場式ナビゲーションシステム
StealthStation S7の有用性

第 18回日本臨床脳神経
外科学会（2015.7.19）兵
庫

松島　　健，小宗　徳孝，松尾　　諭，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL Jr

117. 感染性心内膜炎に併発した小脳膿瘍
に対する神経内視鏡手術の 1例

軽井沢神経内視鏡フォー
ラム 2015（2015.8.7）軽
井沢

中島　伸幸，岡田　博史，横山　智哉，深見真二郎，
生天目浩昭，橋本　孝朗，河野　道宏，三木　　保

118. 上腕動脈アプローチ頸動脈ステント
留置術で苦労した 1例

合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

小山　俊一

119. mobile plaque回収に成功した頸動脈ス
テント留置術の 1例

合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

小笠原大介

120. 救命としての経皮的脳血栓回収術の
是非

合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

田中悠二郎

121. ED∞を用いて Framingした ICPC rup. 
ANの 1例

合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

渡辺　大介
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122. Enterprise 2の使用経験 合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

加藤　大地

123. 細菌性脳動脈瘤の 1治療例 合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

生天目浩昭

124. How do you trear it ? 稀有な症例のご相
談

合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

松島　　健

125. intraneural artery による三叉神経痛手
術

第 8回南十字星脳神経外
科手術研究会（2015.8.22）
函館

一桝　倫生，星野　孝省，田草川　豊，河野　道宏

126. 外側後頭下開頭における頚静脈孔周
囲の骨削除

第 8回南十字星脳神経外
科手術研究会（2015.8.22）
函館

松島　　健，神保　洋之，Rhoton AL Jr，河野　道宏

127. 皮膚異常を伴わない脊髄脂肪腫につ
いての検討

第 13回兵庫県立病院学
会（2015.9.5）兵庫

大塚　邦紀，河村　淳史，山元　一樹，阿久津宣行，
松尾　和哉，長嶋　達也

128. Thrombosed VA large Aneurysm 第 9回東京脳卒中の血管
内 治 療 セ ミ ナ ー
（TSNETS）（2015.9.12）
東京

橋本　孝朗

129. tPA静注療法と緊急 CASを併用した
頚部内頚動脈閉塞の一例

第 127回一般社団法人日
本脳神経外科学会関東支
部学術集会（2015.9.12）
東京

新井　佑輔，岡田　博史，田中悠二郎，渡辺　大介，
生天目浩昭，伊澤　仁之，橋本　孝朗，河野　道宏

130. 慢性硬膜下血腫術後の血腫腔の一部
に被膜を持った硬膜下膿瘍が生じた 1
例

第 127回一般社団法人日
本脳神経外科学会関東支
部学術集会（2015.9.12）
東京

須田　智裕，松島　　健，福原　宏和，橋本　　亮，
須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

131. 頭蓋底髄膜腫の微小栄養血管解剖と
provocative testの意義

第 20回日本脳腫瘍の外
科学会（2015.9.25）名古
屋

田中悠二郎，橋本　孝朗，中島　伸幸，伊澤　仁之，
深見真二郎，冨田　丈博，渡辺　大介，生天目浩昭，
岡田　博史，永井　健太，新井　佑輔，横山　智哉，
秋元　治朗，河野　道宏

132. 光線力学的療法剤 Talaporfi n sodiumを
用いた脳腫瘍の術中蛍光診断

第 20回日本脳腫瘍の外
科学会（2015.9.25）名古
屋

秋元　治朗，深見真二郎，市川　　恵，福原　宏和，
永井　健太，須田　智裕，河野　道宏

133. タラポルフィンナトリウムによる光
線力学的療法を併用した側頭葉悪性
神経膠腫の手術手技

第 20回日本脳腫瘍の外
科学会（2015.9.25）名古
屋

深見真二郎，秋元　治朗，市川　　恵，永井　健太，
福原　宏和，河野　道宏

134. 頭蓋内顔面神経鞘腫の手術－顔面神
経機能改善を目指して－

第 20回日本脳腫瘍の外
科学会（2015.9.26）名古
屋

河野　道宏，田中悠二郞，岡田　博史，中島　伸幸，
伊澤　仁之，秋元　治朗

135. 悪性脳腫瘍に対する術中迅速免疫染
色診断の有用性について

第 20回日本脳腫瘍の外
科学会（2015.9.26）名古
屋

永井　健太，秋元　治朗，深見真二郎，福原　宏和，
須田　智裕，河野　道宏

136. アクセスルートに異常病変を認めた
破裂前交通動脈瘤の一例

第 32回東京脳血管内治
療 研 究 会（2015.10.10）
東京

加藤　大地，橋本　孝朗，渡辺　大介，田中悠二郎，
岡田　博史，新井　佑輔，河野　道宏

137. 前庭神経鞘腫に対する三次元立体表
示を用いた顔面神経走行と手術成績
の検討

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

中島　伸幸，岡田　博史，横山　智哉，福原　宏和，
一桝　倫生，生天目浩昭，永井　健太，田中悠二郎，
伊澤　仁之，日置　美紀，川口　喜史，河野　道宏
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138. 疎性結合組織（areolar tissue）を用い
た硬膜欠損部の処置

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

橋本　　亮，松島　　健，福原　宏和，須田　智裕，
須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之

139. 頚椎椎弓形成術後に急性水頭症を呈
した一例

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

福原　宏和，橋本　　亮，松島　　健，須田　智裕，
須永　茂樹，神保　洋之，河野　道宏

140. Trigeminocerebellar artery による三叉神
経痛に対するMVD

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

一桝　倫生，田草川　豊，小笠原大介，青柳　　滋，
原岡　　怜，大橋　智生，斎田　晃彦

141. 造影剤を使わずに施行した CAS　3症
例の検討

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

青柳　　滋，小笠原大介，一桝　倫生，原岡　　怜，
大橋　智生，斎田　晃彦

142. 中枢神経系における移植後リンパ増
殖性疾患（PCNS-PTLD）の経験

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

須田　智裕，松島　　健，福原　宏和，橋本　　亮，
須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

143. 頭蓋底浸潤した嗅神経芽細胞腫に対
する治療と予後

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

神保　洋之，三浦　弘規，塚原　清彰，須田　智裕，
福原　宏和，橋本　　亮，松島　　健，須永　茂樹，
池田　幸穂，河野　道宏

144. 脳血管障害後に発症した難治性てん
かんに対する外科治療の効果につい
て

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

須永　茂樹，須田　智裕，福原　宏和，橋本　　亮，
松島　　健，神保　洋之，池田　幸穂

145. 脳神経外科医療安全におけるインシ
デントレポート分析による内在する
リスク評価の重要性

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

高橋　　恵，奥寺　　敬，坂本　美重，若杉　雅浩

146. 冊子形式同意書の有用性と問題点 日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

大橋　智生，柳田　国夫，来田　浩親，三木　　保

147. 非外傷性小児脳内出血症例の検討 日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

大塚　邦紀，河村　淳史，山元　一樹，阿久津宣行，
松尾　和哉，長嶋　達也

148. 経錐体法アプローチに用いる subgaleal 
fascia fl apの ICG（indocyanine green）
による血流の評価

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

伊澤　仁之，新井　佑輔，田中悠二郎，岡田　博史，
中島　伸幸，河野　道宏

149. Radiation-induced carotid artery stenosis
に対する CASは安全か

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

生天目浩昭，橋本　孝朗，渡辺　大介，岡田　博史，
田中悠二郎，新井　佑輔，横山　智哉，河野　道宏

150. 脳腫瘍周術期における深部静脈血栓
症

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

新井　佑輔，秋元　治朗，深見真二郎，永井　健太，
河野　道宏

151. 頚動脈狭窄症に対する治療法の選択
および成績

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

橋本　孝朗，大橋　智生，渡辺　大介，中島　伸幸，
伊澤　仁之，深見真二郎，生天目浩昭，岡田　博史，
田中悠二郎，加藤　大地，檮木　　治，秋元　治朗，
河野　道宏

152. 頭蓋底髄膜腫の微小栄養血管解剖と
provocative testの意義

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

田中悠二郎，橋本　孝朗，中島　伸幸，伊澤　仁之，
深見真二郎，冨田　丈博，渡辺　大介，生天目浩昭，
岡田　博史，永井　健太，新井　佑輔，横山　智哉，
秋元　治朗，河野　道宏

153. 髄膜腫に対するエンボスフィアの塞
栓効果

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

岡田　博史，橋本　孝朗，横山　智哉，田中悠二郎，
渡辺　大介，生天目浩昭，伊澤　仁之，中島　伸幸，
秋元　治朗，河野　道宏
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154. 外側後頭下開頭における頭蓋内側頭
骨削除　顕微鏡的・内視鏡的外科解剖
および磁場式ナビゲーションシステ
ムの有用性

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.16）札幌

松島　　健，小宗　徳孝，松尾　　諭，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL Jr

155. 顔面痙攣の手術　下位脳神経間から
の圧迫動脈へのアプローチ

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.16）札幌

星野　孝省，檮木　　治，田草川　豊

156. 側頭葉悪性神経膠腫に対するタラポ
ルフィンナトリウムを用いた光線力
学的療法

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.16）札幌

深見真二郎，秋元　治朗，市川　　恵，福原　宏和，
永井　健太，河野　道宏

157. 脳灌流圧低下に対する EC-IC bypass
術前後に二期的に外頚動脈の PTA, 
stent留置を行った 1例

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.16）札幌

小笠原大介，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，斎田　晃彦

158. 血豆状内頸動脈瘤の治療方針：11自
験例からの考察

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.16）札幌

斎田　晃彦，小宗　徳孝，松尾　　諭，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL Jr

159. 薬物抵抗性てんかんと精神運動発達
遅滞を併せ持つキャリーオーバー症
例に対する手術効果について

第 49回日本てんかん学
会学術総会（2015.10.30）
長崎

須永　茂樹，神保　洋之，須田　智裕，松島　　健，
福原　宏和，大塚　邦紀，橋本　　亮，池田　幸穂

160. 頭痛と多動を呈した再発脳腫瘍によ
る小児てんかんの 1例

第 49回日本てんかん学
会学術総会（2015.10.30）
長崎

須田　智裕，須永　茂樹，松島　　健，福原　宏和，
大塚　邦紀，橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂

161. 難治性てんかんを呈した再発神経膠
腫に対する手術を併用した効果：QOL
の維持を目標に

第 49回日本てんかん学
会学術総会（2015.10.30）
長崎

大塚　邦紀，須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

162. 神経内視鏡生検にて確定診断に至っ
た結核性髄膜炎の 1例

第 22回日本神経内視鏡
学会（2015.11.5）松島

永井　健太，中島　伸幸，深見真二郎，冨田　丈博，
福原　宏和，河野　道宏，三木　　保

163. 水頭症を伴った後頭蓋窩膿瘍に対す
る神経内視鏡手術　－2例報告

第 22回日本神経内視鏡
学会（2015.11.5）松島

横山　智哉，中島　伸幸，岡田　博史，生天目浩昭，
福原　宏和，永井　健太，深見真二郎，橋本　孝朗，
河野　道宏，三木　　保

164. 傍側脳室脳腫瘍に対する神経内視鏡
生検術の現状と展望

第 22回日本神経内視鏡
学会（2015.11.5）松島

深見真二郎，中島　伸幸，秋元　治朗，三木　　保，
河野　道宏

165. 第三脳室底開窓術により脳室腹腔
シャント離脱を試みた症例の再検討

第 22回日本神経内視鏡
学会（2015.11.6）松島

福原　宏和，中島　伸幸，深見真二郎，和田　　淳，
河野　道宏，三木　　保

166. 水頭症を伴う後頭蓋窩手術における
一期的第三脳室底開窓術の検討

第 22回日本神経内視鏡
学会（2015.11.6）松島

中島　伸幸，生天目浩昭，岡田　博史，横山　智哉，
永井　健太，深見真二郎，伊澤　仁之，橋本　孝朗，
河野　道宏，三木　　保

167. 脳実質内転移性脳腫瘍に対して硬性
鏡単独下摘出術を行った 1例

第 22回日本神経内視鏡
学会（2015.11.6）松島

中島　伸幸，岡田　博史，永井　健太，深見真二郎，
秋元　治朗，河野　道宏，三木　　保

168. 小児鞍上部くも膜嚢胞　－Ventriculo-
cystocisternostomyの有効性－

第 22回日本神経内視鏡
学会（2015.11.6）松島

大塚　邦紀，阿久津宣行，山元　一樹，河村　淳史，
長嶋　達也

169. AXIUM vs AcomA rup Small AN with 
FibroMuscular Dysplasia

REAL Seminar  2015
（2015.11.7）東京

渡辺　大介，橋本　孝朗

170. Small aneurysm vs TERUMO MicroVen-
tion

REAL Seminar  2015
（2015.11.7）東京

岡田　博史，橋本　孝朗，田中悠二郎

171. Small cell glioblastomaと思われた 1例 第 117回東京脳腫瘍研究
会（2015.11.14）東京

秋元　治朗，深見真二郎，永井　健太，河野　道宏，
原　由紀子，長尾　俊孝

172. 転移性脳腫瘍に対する神経内視鏡手
術の有用性

2015 年転移性脳腫瘍
ワ ー ク シ ョ ッ プ
（2015.11.14）三島

深見真二郎，中島　伸幸，永井　健太，秋元　治朗，
河野　道宏，三木　　保

173. 当院における脳卒中日当直開始後の
患者動態

脳 卒 中 研 修 会
（2015.11.17）茨城

斎田　晃彦
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174. 後頭顆周囲の 3つの condylar veinの解
剖学的バリエーションと anterior con-
dylar confl uence近傍の硬膜動静脈瘻

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

松島　　健，清末　一路，舟木　健史，小宗　徳孝，
河島　雅到，神保　洋之，河野　道宏，Rhoton AL Jr

175. 当院における 85歳以上の破裂脳動脈
瘤患者に対するコイル塞栓術と開頭
クリッピング術の治療成績の比較

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

小笠原大介，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，斎田　晃彦

176. Drip, ship, retrieve and bypassを行った
一例

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

青柳　　滋，大橋　智生，一桝　倫生，小笠原大介，
原岡　　怜，斎田　晃彦

177. 頚部内頸動脈急性閉塞に対する治療 第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

新井　佑輔，橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，
田中悠二郎，岡田　博史，伊澤　仁之，河野　道宏

178. 頚動脈ステント留置術後の頚動脈エ
コーによるフォローアップについて
の検討

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

小山　俊一，橋本　孝朗，渡辺　大介，武田　泰明

179. 頚動脈ステント留置術における Flow 
Reverse法の有用性

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

大橋　智生，青柳　　滋，小笠原大介，一桝　倫生，
小山　俊一，渡辺　大介，橋本　孝朗，斎田　晃彦

180. くも膜下出血で発症した円蓋部硬膜
動静脈瘻の 1治療例

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

加藤　大地，渡辺　大介，大坪　　豊，大賀　　優，
生天目浩昭，橋本　孝朗

181. 同一術者による頸動脈狭窄症の CEA
と CAS

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.20）岡山

橋本　孝朗，大橋　智生，渡辺　大介，小山　俊一，
生天目浩昭，岡田　博史，田中悠二郎，加藤　大地，
新井　佑輔，河野　道宏

182. 頭蓋底髄膜腫に対するエンボスフィ
アを用いた術前塞栓術の安全性と効
果

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.20）岡山

渡辺　大介，橋本　孝朗，岡田　博史，田中悠二郎，
生天目浩昭，星野　孝省，檮木　　治

183. 転移性脳腫瘍に対する神経内視鏡手
術の応用

第 17回東京西都心脳神
経 外 科 懇 話 会
（2015.11.20）東京

深見真二郎，中島　伸幸，秋元　治朗，河野　道宏

184. 当科における移行期以降のシャント
依存性水頭症シャントトラブル時の
傾向

第 8回日本水頭症脳脊髄
液学会（2015.11.22）東
京

大坪　　豊，加藤　大地，大賀　　優，永井　健太

185. 奇異性脳塞栓症の症例経験から Tokyo Cerebrovascular 
Seminar（2015.11.27）東
京

小山　俊一，武田　泰明

186. White signal on T1WI in posterior fossa 
tumors

第 17回多摩脳腫瘍研究
会（2015.11.28）東京

秋元　治朗，深見真二郎，市川　　恵，福原　宏和，
永井　健太，須田　智裕，河野　道宏

187. 小脳橋角部に発生した melanocytoma
の一例

第 128回日本脳神経外科
学会関東支部学術集会
（2015.12.5）東京

横山　智哉，伊澤　仁之，田中悠二郎，新井　祐輔，
中島　伸幸，秋元　治朗，河野　道宏

188. 治療戦略を見誤った blister aneurysm
の 1例

第 128回日本脳神経外科
学会関東支部学術集会
（2015.12.5）東京

原岡　　怜，小笠原大介，青柳　　滋，一桝　倫生，
大橋　智生，斎田　晃彦

189. アスペルギルス感染に伴う未破裂脳
動脈瘤に対し血管内治療が有効で
あった一例

第 128回日本脳神経外科
学会関東支部学術集会
（2015.12.5）東京

長谷川麻矢，松島　　健，福原　宏和，大塚　邦紀，
橋本　　亮，須永　茂樹，神保　洋之

190. Parkinsonismで発症した両側対称性基
底核リンパ腫の 2例

第 33回日本脳腫瘍学会
学術集会（2015.12.6）京
都

福原　宏和，秋元　治朗，深見真二郎，市川　　恵，
永井　健太，須田　智裕，神保　洋之，池田　幸穂，
河野　道宏
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191. 放射線治療後の早期再発診断にマル
チモダリティ画像が有用だった tectal 
gliomaの 1例

第 33回日本脳腫瘍学会
学術集会（2015.12.6）京
都

須田　智裕，小笠原大介，一桝　倫生，原岡　　怜，
大橋　智生，斎田　晃彦，秋元　治朗

192. 悪性髄膜腫細胞株に対する Talaporfi n 
sodiumを用いた PDTの効果

第 33回日本脳腫瘍学会
学術集会（2015.12.6）京
都

永井　健太，秋元　治朗，深見真二郎，河野　道宏，
三木　雄一，藤原　泰之，市川　　恵，ハンスタリバ

193. 傍側脳室脳腫瘍に対する神経内視鏡
下生検の現状と問題点

第 33回日本脳腫瘍学会
学術集会（2015.12.7）京
都

深見真二郎，秋元　治朗，中島　伸幸，三木　　保，
河野　道宏

194. 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学
的療法：現状における課題と展望

第 33回日本脳腫瘍学会
学術集会（2015.12.8）京
都

秋元　治朗，深見真二郎，福原　宏和，永井　健太，
須田　智裕，河野　道宏，市川　　恵，Tayyaba H

195. NOAC内服中の脳出血合併症より Expert opinion Exchange 
meet ing in  Shinjuku
（2015.12.10）東京

小山　俊一，武田　泰明

196. バイパス吻合部に発生した脳動脈瘤
の 2例

第 16回茨城脳神経血管
内治療カンファランス
（2015.12.11）筑波

大橋　智生，小笠原大介，須田　智裕，一桝　倫生，
原岡　　怜，斎田　晃彦

197. 抗てんかん薬により急性膵炎を呈し
た難治性てんかんの 1例

第 42回多摩てんかん懇
話会（2015.12.12）東京

須永　茂樹，神保　洋之，松島　　健，福原　宏和，
大塚　邦紀，橋本　　亮，池田　幸穂

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 平成 26年度日本頭蓋底外科学会　優
秀論文賞

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

松島　　健

救急・災害医学分野

【教育】
「到 達 目 標」　4学年では，翌年の BSLに備え，診療チームと共に患者診療に参加するための知識を習得する。5学年では，救

命センターで参加型臨床実習を行い，ER，集中治療を体験し診察手技や診療態度を習得する。6学年では，選択
の参加型臨床実習でさらに専門的な診察手技や病態に対する知識を習得し，講義により国家試験に必要な知識を
習得する。臨床研修では，救急診療のチーム医療に参画し，診療計画を立て，カンファレンスでプレゼンテーショ
ンする。診療方針を決定し，その評価を行う。

「現 状 説 明」　4学年は講義と筆記試験を，また共用試験 OSCEに対しても 1コマの講義と半日の実習を行う。5学年は BSLに
より 4日間は ERと ICUでの実習，1日は救急車同乗実習を行う。6学年は希望者への選択実習と，全員に講義・
筆記試験・卒業時 OSCE試験を行う。臨床研修医には 2か月の必修研修を行う。大学院，修士課程のカリキュ
ラムを策定する。専攻医育成カリキュラムを作成し，専門医の育成に努める。コメディカル，救急隊員，救急救
命士や医師の教育を積極的に行っている。

「点検・評価」　ワークショップなど指導者教育に積極的に参加している。科内で定期的に会議を行い，講義，実習の方法につい
て検討している。

「改 善 方 策」　シミュレーション教育，ハンズオン形式といった新しい教育技法を行い，常に最善の講義，実習方法を検討する。
また，診療内容の標準化に努めており，教育にも効果を発揮すると考えている。

「目標・改善方策の達成度」　現状で，到達目標のための形式は十分整備されている。学会の学生・研修医部会企画への参加や，
また学会・行政が運営する外傷・熱傷・小児・災害医療のトレーニングコースの受講と，学内での勉強会開催で
フィードバックを行っている。個別にも学生アンケートや臨床研修センターから，ベスト指導医や優秀指導医と
して評価されている。毎年専門医を数名輩出し，専門医育成の目標も達成している。

【研究】
「到 達 目 標」　実学に重点を置き，日々の救急診療における重症管理や災害医療におけるシミュレーションから研究アイデアを

拾い上げて実証する。社会に貢献できる普遍的知見を臨床研究や動物実験で得て，学会発表や医学論文で示す。
「現 状 説 明」　病院前救急体制や災害医学等，多様な救急領域の臨床および基礎研究を行っている。また，在宅医療などにも新

しく研究フィールドを広げている。結果は，日本救急医学会ほか国内外の関連学術集会および学会誌に発表して
いる。
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「点検・評価」　 2015年，学会発表数は 56編（日本救急医学会総会 19編，国際学会 9編，その他 28編），論文発表数は 21編（原
著，総説）であり，昨年と遜色ない業績である。

「改 善 方 策」　研究テーマ及び発表数をより高めるため，毎朝新しい研究テーマについてのアイデアを出し合う時間を医局内で
設けることとした。

「目標・改善方策の達成度」　各テーマにおける研究成果を継続的に発表しており，目標はおおむね達成できている。
【診療】
「到 達 目 標」　東京都保険医療計画に則り，救急災害医療体制の中核を成す。大学病院併設型救命救急センターの利点を生かし，

あらゆる傷病の 3次救急患者に対し質の高い医療を提供するべく診療技術の向上を目指す。院内安全管理体制の
一翼として院内救急対応への積極的参加を果たす。

「現 状 説 明」　当該医療圏の 3次救急患者を積極的に受け入れており，当センターへの搬送件数は年々増加し都内屈指である。
救急科専門医指定施設であり，外傷専門医研修施設として外傷症例登録システムに参加している。院内救急対応
システムを構築し，院内急変に対し迅速な初期対応を行っている。DMAT指定医療機関であり，出動要請に応
じ現場活動を行っている。

「点検・評価」　満床時も緊急度が高い患者を積極的に受け入れている。定期的な症例カンファレンスや部内安全会議は，複数診
療科の医師，他職種と合同で行っている。研修により DMAT隊員数は年々増加している。

「改 善 方 策」　サブスペシャルティーの違いを生かして総合力向上に努める。ベッドコントロールの効率化を図る。院内救急対
応システムは症例ごとの再検証でブラッシュアップする。

「目標・改善方策の達成度」　ほぼ 100%達成できている。オフザジョブトレーニングへの参加や研修を通じてスタッフのスキル
アップに努めている。受入件数の増加のみならず，重症度を満たす患者割合が常に 80%以上である。院内急変
の事後検証としてM&Mカンファレンスにも積極的に参加している。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域の基幹病院，教育研究施設，災害拠点病院として区西部二次医療圏（新宿区，中野区，杉並区）を中心に，

教育・研究・診療・災害活動の面から社会に貢献する。
「現 状 説 明」　救命救急センターとして生命危機が切迫している重篤な救急患者を数多く受け入れている。全ての初期研修医に

救急領域の診療が義務化されており，その教育指導に当たっている。また救急科専門医，救急救命士の育成等を
各種講義，講演，医学監修，市民講座を通じ行っている。多数の公的基金を獲得し研究に従事している。災害拠
点病院，DMAT指定病院として（多数）傷病者発生事案や大規模災害に対して災害医療活動を行っている。

「点検・評価」　救急車搬送件数ならびに重症者の受入れ件数は増加した。初期研修医の指導を不備無く行い，また救急科専門医
を 5名輩出した。多くの国内国外の学会等で研究成果を発表した。新宿駅西口医療救護訓練などの大規模災害訓
練を遂行した。公的機関の要請に対し平成 28年熊本地震への DMAT出動態勢の配備を行い，伊勢志摩サミット
へは医師派遣を行い医療体制の確保に協力した。

「改 善 方 策」　さらなる事後検証，フィードバックを行い，その成果を社会へ還元する。
「目標・改善方策の達成度」　各項目とも 90%程度を達成した。医局員が減少する中，救急車受け入れは昨年度以上の実績を残

した。受験者全てが専門医試験に合格した。災害拠点病院として訓練を実施した。

I.　著書
1. 今日の治療指針 2015，硫化水素中毒 医学書院，146-147, 2015 織田　　順（監：山口　　徹*，北原　光夫*）

（編：福井　次矢*，高木　　誠*，小室　一成*）
2. 胸腔穿刺法，胸腔ドレナージ法 104-105 田中　太郎（監：山口　　徹*，北原　光夫*）

（編：福井　次矢*，高木　　誠*，小室　一成*）
3. 頭蓋直達牽引法 112 佐野　秀史（監：山口　　徹*，北原　光夫*）

（編：福井　次矢*，高木　　誠*，小室　一成*）
4. 集中治療専門医テキスト（電子版）第

2版，外傷（診療）チームのチームリー
ダーができる

総合医医学社，756-761, 
2015

田中　博之
（発行：一般社団法人日本集中治療医学会）

5. 救急救命士標準テキスト 上巻　改訂
第 9版，疾患

へ る す 出 版，210-217, 
2015

救急救命士標準テキスト編集委員会，行岡　哲男
（改訂第 8版執筆者）

6. 炎症と感染 218-223 救急救命士標準テキスト編集委員会，行岡　哲男
（改訂第 8版執筆者）

7. 救急救命士標準テキスト 下巻　改訂
第 9版，スポーツによる外傷

へるす出版，944, 2015 救急救命士標準テキスト編集委員会，太田　祥一
（改訂第 8版執筆者）
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8. その他の環境障害 凍傷 1122-1124 救急救命士標準テキスト編集委員会，織田　　順
（改訂第 8版執筆者）

9. ビジュアル麻酔の手引　The Anesthe-
sia Guide，脳死と臓器提供

メディカル・サイエンス・
インターナショナル，
426-429, 2015

弦切　純也（監訳：大畑めぐみ*，本田　　完*）

10. 今日の診断指針（第 7版），睡眠薬中
毒

医 学 書 院，1442-1444, 
2015

織田　　順

11. 今日の治療指針 2015，救急医療：手
技

医学書院，2015 行岡　哲男（監：山口　　徹*，北原　光夫*）
（編：福井　次矢*，高木　　誠*，小室　一成*）

II.　学術論文
A1. Middle latency auditory-evoked potential 

index monitoring of cerebral function to 
predict functional outcome after emer-
gency craniotomy in patients with brain 
damage

Scandinavian Journal of 
Trauma, Resuscitation and 
Emergency Medicine 23
（1）：80, 2015（IF=1.987）

Tsurukiri J,  Nagata K,  Hoshiai A,  Oomura T,  Jimbo H,  
Ikeda Y

2. Patient care and safety enhancement in 
emergency and critical care through sum-
mary of diagnostic tests chart

東医大誌 73（1）：27-34, 
2015

Kitaoka K,  Oda J,  Ohta S,  Isoe N,  Yukioka T

3. Sustainable training-model development 
based on analysis of disaster medicine 
training

J o u r n a l  o f  D i s a s t e r 
Research 10（5）：900-918, 
2015

Ohta S,  Takeda M*,  Sasaki R*,  Uesugi H,  Kamagata H,  
Kawai K,  Kuroshima S*,  Kawashima M*,  Onishi M*,  Yoda 
I*

4. Critical review of japanese disaster medi-
cal education for citizens：exploring the 
method of medutainment

J o u r n a l  o f  D i s a s t e r 
Research 10（5）：919-928, 
2015

Yoda I*,  Shiroyama M*,  Uesugi H,  Kamagata H,  Ohta S

5. Predictors of neurological outcome in the 
emergency department for elderly patients 
following out-ofhospital restoration of 
spontaneous circulation

Signa Vitae 10（1）：53-63, 
2015（IF=0.115）

Nagata K,  Tsurukiri J,  Ueno K,  Mishima S

6. Analysis of consumption of medical 
resources in terms of intensive care unit/
hospital stay and severity using Japan 
Trauma Data Bank（JTDB）

Acute Medicine & Surgery 
in press, 2015

Oda J

7. 当院へ救急搬送された意識消失 982例
の検討

日本臨床救急医学会雑誌 
18（4）：570-574, 2015

山口　陽子*，田中　博之

8. 救急車搬送症例は診断不明確とされ
ることが少なくない－愁訴・態様・症
候による分類を用いる試み－

日本臨床救急医学会雑誌 
18（5）：611-617, 2015

山口　陽子*，田中　博之

9. 救急車で当院へ搬送された過換気症
候群 653例の臨床的検討

日本臨床救急医学会雑誌 
18（6）：708-714, 2015

山口　陽子*，田中　博之

B1. Intra-abdominal hypertension and abdom-
inal compartment syndrome in burns, obe-
sity, pregnancy, and general medicine

Anaesthesiology Intensive 
Therapy 47（3）：228-240, 
2015

Malbrain ML*,  De Keulenaer BL*,  Oda J,  De laet I*,  De 
Waele JJ*,  Roberts DJ*,  Kirkpatrick AW*,  Kimball E*,  
Ivatury R*

2. Japanese Medical Emergency Care Course
＜ JMECC＞の現状と新専門医制度で
の位置付け

日本内科学会雑誌 104
（11）：2363-2367, 2015

代田　浩之*，鈴木　　昌*，太田　祥一

C1. Treatment of lethal acetylsalicylic acid 
poisoning without hemodialysis

Acute Medicine & Surgery 
2（2）：120-122, 2015

Ueno M,  Oda J,  Soeda H,  Uesugi H,  Ueno K,  Fujise Y,  
Yukioka T
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2. Hemostasis with emergently modified 
application of intra-aortic balloon occlu-
sion（IABO）in a patient with impend-
ing cardiac arrest following blunt proxi-
mal thigh amputation

Acute Medicine & Surgery 
2（1）：69-71, 2015

Uchida K,  Homma H,  Oda J,  Yukioka T,  Nagai N,  
Mishima S,  Ohta S

3. Anti-NMDAR encephalitis：case report 
and diagnostic issues

Acute Medicine & Surgery 
2（1）：56-59, 2015

Omura T,  Sonoda S,  Nagata K,  Okita T,  Hoshiai A,  
Sano H,  Tanaka Y,  Tsurukiri J,  Arai T,  Ohta S

4. A giant hydronephrotic kidney with ure-
teropelvic junction obstruction with blunt 
renal trauma in a boy

Signa Vitae 10（1）：110-

114, 2015（IF=0.115）
Tsurukiri J,  Sano H,  Tanaka Y,  Sato T,  Taguchi H*

D1. Evidence-based Eff ective Triage Opera-
tion During Disaster：Application of 
Human-trajectory Data to Triage Drill 
Sessions

Prehospital and Disaster 
Medicine 30（1）：102-

109, 2015

Ohta S,  Yoda I*,  Takeda M*,  Kuroshima S*,  Uchida K,  
Kawai K,  Yukioka T

2. What constitutes the wealth of an aca-
demic fi eld?：~ Ease in obtaining infor-
mation and rich exchange of knowledge ~

Acute Medicine & Surgery 
2（2）：75-76, 2015

Yukioka T

3. 和文誌「日本救急医学会雑誌」の電子
化に臨んで

日本救急医学会雑誌 26
（1）：1, 2015

行岡　哲男

4. 学問領域の豊かさとは何か ?～情報取
得の容易さと知の交易～

日本救急医学会雑誌 26
（1）：2-32, 2015

行岡　哲男

5. 非閉塞性腸管虚血（non-occlusive mes-
enteric ischemia：NOMI）の診断と治
療

日本腹部救急医学会雑誌 
35（3）：177-185, 2015

鈴木　修司，近藤　浩史*，古川　　顕*，河井健太郎，
山本　雅一*，平田　公一*（日本腹部救急医学会プロ
ジェクト委員会 NOMIワーキンググループ）

III.　学術刊行物
A1. 敗血症に関する最新の論文 へるす出版，救急医学 

39（2）：253-259, 2015
三島　史朗

2. 上部消化管穿孔 へるす出版，救急医学 
39（3）：289-295, 2015

河井健太郎

3. 医学部における中毒学教育 へるす出版，中毒研究 
28（1）：3-6, 2015

織田　　順

4. コンパートメント症候群 照林社，Expert Nurse 31
（4）：30-31, 2015

織田　　順

5. リフィーディング症候群 32-33 織田　　順
6. バクテリアルトランスロケーション 34-35 織田　　順
7. Acute Care Surgery に お け る Open 

Abdomen Managementと集中治療
医学図書出版，ICUと
CCU 39（4）：219-227, 
2015

織田　　順

8. 変わるMC体制 東京法令出版，プレホス
ピタル・ケア 28（4）：
18-19, 2015

行岡　哲男

9. 栄養の新しいモニタリング へるす出版，救急医学 
39（12）：1647-1653, 2015

三島　史朗

10. 具合の悪い高齢者の対応はシステム
に乗って！～地域包括ケアで変わる
高齢者救急医療～

メ デ ィ カ 出 版，Emer-
gency Care 28（12）：
17-25, 2015

内田康太郎，太田　祥一，星　惠理子*
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11. 研究分担者　行岡哲男 業務主任者　落合亮一
（東邦大学医学部麻酔科
学講座 東邦大学医療セ
ンター大森病院）平成
26年度厚生労働科学研
究委託事業　重症循環不
全・呼吸不全に提供され
る体外式膜型人工肺
（ECMO）療法の研修や
レジストリネットワーク
体制の構築に関する研究　
平成 26年度委託業務成
果報告書，2015

落合　亮一*

12. 分担研究報告　救急医療における連
携サイクルの問題分析に関する研究

研究代表者　横田裕行
（日本医科大学大学院医
学研究科外科系救急医学
分野）平成 26年度　厚
生労働科学研究費補助金
（循環器疾患・糖尿病生
活習慣病対策総合研究事
業）脳卒中や心筋梗塞に
関する医療連携構築に関
する研究　総活・分担研
究報告書：47-54, 2015

織田　　順

13. 分担研究報告　連携における救命救
急センターのあり方の提言に関する
研究

研究代表者　横田裕行
（日本医科大学大学院医
学研究科外科系救急医学
分野）平成 26年度　厚
生労働科学研究費補助金
（循環器疾患・糖尿病等
生活習慣病対策総合研究
事業）脳卒中や心筋梗塞
に関する医療連携構築に
関する研究　総活・分担
研究報告書：55-57, 2015

行岡　哲男

B1. 海外文献紹介：古くて新しいテーマ－
熱傷の循環モニタリング

へるす出版，救急医学 
39（1）：92-93, 2015

織田　　順

2. 雑感：看護必要度とメディカルコント
ロール（MC），そして新しい専門医
制度

へるす出版，救急医学 
39（3）：273-275, 2015

行岡　哲男

3. 診療の秘訣：ABCD-INR-FTアプロー
チ

新興医学出版社，Mod-
ern Physician 35（5）：668-

669, 2015

織田　　順

4. 解熱・鎮痛薬中毒 南江堂，内科 115（6）：
1269-1270, 2015

織田　　順

5. 診断メモ：acetaminophen中毒 1274 織田　　順
6. 海外文献紹介：急性期の栄養はホント
に効くのか ?

へるす出版，救急医学 
39（6）：730-731, 2015

三島　史朗
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7.【講演 1】安全に CVCを挿入するため
の体制について

血管内留置カテーテル管
理研究会，血管内留置カ
テーテル管理研究会設立
記念講演会 講演記録
集： 7-15, 2015

織田　　順

8. Medical Who's Who（vol. 159）行岡哲
男

ジャパン・メディカル・
ソサエティ，JMS 225：
66-71, 2015

行岡　哲男，聞き手 /ジャーナリスト　小川　　明

9. 担当理事報告：医学生の国際交流につ
いて

東京医科大学報 581：
3-4, 2015

行岡　哲男

10. 平成 27年度大規模地震時医療活動訓
練行われる

東京医科大学報 583：
22-23, 2015

太田　祥一

11. 担当理事報告：ソフト・インフラとし
ての「医療安全」「感染対策」「防火・
防災」

東京医科大学報 584：
2-3, 2015

行岡　哲男

12. 医療安全の本丸，CVラインセンター 東京医科大学報 584：
15-16, 2015

織田　　順

13. 医療救護所設営マニュアル　ver.1 東京電機大学 情報環境
学部 江川香奈，2015

江川　香奈*，RISTEX「災害医療救護訓練の科学的解
析に基づく都市減災コミュニティの創造に関する研
究開発」 研究代表者 太田　祥一

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Acute atrophic changes of the volume of 

interest composing of hippocampus, 
amygdaloid body, and entorhinal area fol-
lowing moderate traumatic intracranial 
injury is associated with reduction of daily 
activity in the middle-aged and the elderly

16th European Congress of 
Trauma & Emergency Sur-
gery（2015.5.11）Amster-
dam, Netherlands

Tsurukiri J,  Ueno K,  Kumasaka K,  Oomura T,  Sano H,  
Sunaga S

B1. Recent trend of abdominal compartment 
syndrome（ACS）study in Japan

The 7th World Congress of 
the Abdominal Compartment 
Society（WCACS2015）
（2015.5.28）Ghent, Bel-

gium

Oda J,  Yukioka T,  Oda K

2. Preventive eff ects of ramelteon on delir-
ium in mixed ICU

WCS2015 46th World 
Congress  of  Surgery
（2015.8.24）Bangkok, 

Thailand

Oda J,  Sato A,  Mishima S,  Kawai K,  Uchida K,  Soeda 
H,  Yukioka T,  Azuma K

3. Importance of experts in acute interven-
tional radiology techniques in an area of 
acute care surgery and medicine

74th Annual Meeting of the 
American Association for 
the Surgery of Trauma and 
Clinical Congress of Acute 
Care Surgery（2015.9.9）
Las Vegas, NV

Akamine I,  Tsurukiri J,  Mishima S,  Usui Y,  Oda J,  
Yukioka T

4. Initial experience with using extremely 
soft coils（ED coil-10）for effective 
embolization in arterial bleeding

8th Asian Conference on 
Emergency  Medic ine
（2015.11.10）Taipei, Tai-

wan

Tsurukiri J,  Oomura T,  Sano H,  Hoshiai A

5. Association between ventilator-induced 
lung injury and aquaporin channels

8th Asian Conference on 
Emergency  Medic ine
（2015.11.10）Taipei, Tai-

wan

Ishii Y,  Mishima S,  Setoguchi Y,  Yukioka T
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6. Ten-year experience of veno-venous 
Extracorporeal Membrane Oxygenation at 
the Tertiary Medical Center in Japan

8th Asian Conference on 
Emergency  Medic ine
（2015.11.10）Taipei, Tai-

wan

Sano H,  Ueno K

7. Analysis of patients presenting at 
Pachinko parlors in Japan

8th Asian Conference on 
Emergency  Medic ine
（2015.11.10）Taipei, Tai-

wan

Akamine I,  Tsurukiri J,  Tanaka Y,  Hoshiai A

8. Analysis of patients presenting with out-
of-hospital cardiac arrest at public baths, 
in the Japanese onsen

8th Asian Conference on 
Emergency  Medic ine
（2015.11.10）Taipei, Tai-

wan

Fukuda M,  Tsurukiri J,  Oomura T

国内学会
A1. 総合討論「『救急隊員のあるべき姿に
ついて』～メディカルコントロール体
制の展望～」

第 23回全国救急隊員シ
ンポジウム（2015.1.30）
神奈川

行岡　哲男

2. 救急訪問看護 第 65回日本救急医学会
関東地方会（2015.2.7）
神奈川

太田　祥一

3. 広範囲熱傷における ACSリスクと管
理の工夫

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9）
東京

織田　　順，上山　昌史*，行岡　哲男

4. 医療救護訓練時におけるトリアージ
の会話分析

第 20回日本集団災害医
学会総会・学術集会
（2015.2.26）東京

川島　理恵*，黒嶋　智美*，依田　育士*，太田　祥一，
武田　宗和*，佐々木　亮*，河井健太郎，上杉　泰隆，
鎌形　博展，山田　京志*

5. 地域における市民との医療連携 第 20回日本集団災害医
学会総会・学術集会
（2015.2.28）東京

太田　祥一

6. CVCの安全な挿入手技と問題点と対
策

第 2回血管内留置カテー
テ ル 管 理 研 究 会
（2015.4.11）大阪

織田　　順

7. これからの全国メディカルコント
ロール協議会連絡会～MC体制にかか
わる団体の課題認識と取り組み～

第 18回日本臨床救急医
学会総会・学術集会
（2015.6.4）富山

行岡　哲男

8. PBECのコースの概要と目指すもの 第 41回日本熱傷学会総
会・学術集会（2015.6.18）
愛知

上山　昌史*，田中　秀治*，齋藤　大蔵*，織田　　順，
松田　　潔*，春成　伸之*，関根　和弘*

9. 患者・患者家族の意思を尊重し寄り添
うために，なぜクリニカルパスが有効
なのか ?

第 28回日本脳死・脳蘇
生学会総会・学術集会
（2015.7.5）愛知

織田　　順，東　　一成，行岡　哲男，渡邊　淑子

10. 救急医のキャリアパス 第 4回臨床研修医・医学
生のための救急セミナー
（2015.7.18）東京

新井　隆男

11. 新専門医制度を踏まえた救急科専門
医の展開

第 20回筑豊重症患者治
療研究会（2015.9.30）福
岡

行岡　哲男

12. 冷凍保存ブタ臓器による外傷手術手
技研究会（第 2報）

第 7 回日本 Acute Care 
Surgery 学 会 学 術 集 会
（2015.10.4）福岡

本間　　宙，織田　　順，石井　友理，谷野　雄亮，
森永顕太郎，渡辺　研人，櫻井　雅子，野中　勇志，
行岡　哲男
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13. メディカルコントロールにおける救
急傷病レジストリ構築の意義と課題，
今後の展望

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21）東京

石見　　拓*，北村　哲久*，木村　　剛*，坂本　哲也*，
飯原　弘二*，森村　尚登*，清水　直樹*，織田　　順，
大田　祥子*，上村　修二*，川内　敦文*，吉矢　和久*，
片山　祐介*，畠山　稔弘*，島本　大也*，嶋津　岳士*

14. 高齢者施設における心肺停止患者搬
送の現状と問題点

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.22）東京

福田真紀乃，弦切　純也，山中　浩史，太田　祥一

15. これから救急医を目指す学生・研修医
が求めているもの～一生救急医を目
指せるように伝えておくべきこと～

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.22）東京

増井　伸高*，村田　希吉*，中尾　博之*，萩原　佑亮*，
川本　英嗣*，太田　祥一

16. 特別発言 第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

行岡　哲男

17. 臨床効果データベース整備事業（厚生
労働省）による救急統合データベース
整備と基本設計の考え方

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

織田　　順，久志本成樹*

18. 東京医大病院，救急災害医学分野の
ワークライフバランスへの取り組み

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

河井健太郎，河井　知子，新川ちか子，鎌形　博展，
内田康太郎，鈴木　智哉，鈴木　彰二，織田　　順，
三島　史朗，太田　祥一，行岡　哲男

19. 救急統合データベース整備とトラウ
マレジストリー

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

齋藤　大蔵*，久志本成樹*，浅利　　靖*，小倉　裕司*，
織田　　順，梶野健太郎*，丸藤　　哲*，坂本　哲也*，
嶋津　岳士*，白石　　淳*，辻　　友篤*，田上　　隆*，
田邉　晴山*，藤島清太郎*，松田　晋哉*，溝端　康光*，
三宅　康史*，森村　尚登*，行岡　哲男

20. 学会主導多施設研究と救急統合デー
タベースシステム

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

小倉　裕司*，久志本成樹*，丸藤　　哲*，浅利　　靖*，
織田　　順，梶野健太郎*，齋藤　大蔵*，坂本　哲也*，
嶋津　岳士*，白石　　淳*，辻　　友篤*，田上　　隆*，
田邉　晴山*，藤島清太郎*，松田　晋哉*，溝端　康光*，
三宅　康史*，森村　尚登*，行岡　哲男

21. 日本救急医学会学会主導研究評価特
別委員会の役割と海外の学会主導研
究

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

丸藤　　哲*，久志本成樹*，浅利　　靖*，小倉　裕司*，
織田　　順，梶野健太郎*，齋藤　大蔵*，坂本　哲也*，
嶋津　岳士*，白石　　淳*，田上　　隆*，田邉　晴山*，
辻　　友篤*，藤島清太郎*，溝端　康光*，三宅　康史*，
森村　尚登*，松田　晋哉*

22. 救急統合データベースと院外心停止
レジストリ

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

森村　尚登*，織田　　順，久志本成樹*

23. 重症循環器疾患等に関するデータレ
ジストリシステムの構築について－
厚生労働省科学研究事業としての取
り組み

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

嶋津　岳士*，北村　哲久*，石見　　拓*，木村　　剛*，
坂本　哲也*，飯原　弘二*，森村　尚登*，清水　直樹*，
織田　　順，大田　祥子*，上村　修二*，川内　敦文*，
吉矢　和久*，片山　祐介*，畠山　稔弘*，島本　大也*

24. 救急科新専門医制度の専門医更新基
準における救急科領域講習の整備の
現況

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

森村　尚登*，小倉　真治*，織田　　順，杉田　　学*，
山畑　佳篤*，本多　英喜*，井上　貴昭*，坂本　哲也*

25. 新宿区内の救急医療機関の受診状況
24時間全例調査からみた地域救急医
療体制の現状

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

並木　　淳*，長谷川雄二*，黒瀬　　巌*，織田　　順，
木村　昭夫*，並木みずほ*，市瀬　裕一*，上野　　力*，
武田　泰明*，萩原栄一郎*，松本　　潤*，堀　　進悟*，
木島冨士雄*

26. どこまで進んでる ?災害対策！ 第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

太田　祥一
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27. 救急集中治療の up to date～情報をど
う得るか

第 25回日本医療薬学会
年会（2015.11.22）神奈
川

織田　　順

28. 一般発表 10：教育 II 第 24回全国救急隊員シ
ンポジウム（2015.12.3）
北海道

織田　　順

29. 総合討論：これからのプレホスピタ
ル・ケア～熱い決意～

第 24回全国救急隊員シ
ンポジウム（2015.12.4）
北海道

行岡　哲男

B1. 救急医療の最近の動向：新専門医制度
を踏まえて

救 急 医 療 研 究 会
（2015.1.23）福島

行岡　哲男

2. 二次医療圏における市民と医療の連
携の可能性

街として考える災害時の
医療～自助・共助の地域
医療～ ～医療と生活の
連 携 に つ い て～
（2015.1.27）東京

太田　祥一

3. 頭部外傷に対するフォローアップ CT
撮影時期の検討

第 65回日本救急医学会
関東地方会（2015.2.7）
神奈川

小畑礼一郎

4. 虫垂炎と上腸間膜静脈血栓症を併発
し菌血症に至った 1例

第 65回日本救急医学会
関東地方会（2015.2.7）
神奈川

谷野　雄亮

5. 集中治療を必要とした超高齢患者の
検討

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9）
東京

上野　恵子，佐野　秀史，田中　洋輔，大村　泰史，
新井　隆男

6. 心室細動を来たした急性心不全の一
例

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9）
東京

田島　恭子，喜納　峰子，弦切　純也，渡邉　圭介，
井上　秀範，新井　隆男，小林　　裕，進藤　俊哉，
高澤　　謙

7. スポーツ関連心肺停止症例の解析 第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.10）
東京

赤嶺　逸朗，弦切　純也，櫻井　将継，田中　洋輔，
佐野　秀史

8. 蘇生後脳低温療法の実際 第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.11）
東京

弦切　純也

9. 中高年の外傷性頭蓋内損傷における
海馬および周辺領域の急性期萎縮変
化

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.11）
東京

弦切　純也，長田　雄大，上野　恵子，大村　泰史

10. 中高年の降圧薬過量服用における治
療

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.11）
東京

佐藤　高央，弦切　純也，田中めぐみ，熊坂謙一郎

11. CVカテーテルの安全な挿入・管理の
重要性と TPN

第 30回日本静脈経腸栄
養 学 会 学 術 集 会
（2015.2.13）神戸

織田　　順

12. 患者さんの意思を活かし権利を尊重
する，オプション提示の工夫と実際

第 15回神戸大学病院移
植 医 療 フ ォ ー ラ ム
（2015.2.13）神戸

織田　　順

13.「院内体制整備事業」院内体制整備事
業実施施設による発表

平成 26年度脳死下臓器
提 供 施 設 研 修 会
（2015.2.21）東京

織田　　順

14. 発話対象の明確化と役割認識－災害
医療訓練のコミュニケーション分析
から－

第 20回日本集団災害医
学会総会・学術集会
（2015.2.26）東京

黒嶋　智美*，川島　理恵*，依田　育士*，太田　祥一，
佐々木　亮*，武田　宗和*，河井健太郎，上杉　泰隆，
鎌形　博展，山田　京志*，野口　英一*
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15. 災害医療訓練への積極的参加を促進
するための medutainmentの可能性

第 20回日本集団災害医
学会総会・学術集会
（2015.2.27）東京

鎌形　博展，武田　宗和*，佐々木　亮*，山田　京志*，
上杉　泰隆，黒嶋　智美*，川島　理恵*，野口　英一*，
依田　育士*，太田　祥一

16. 災害医療図上訓練のススメ（その運営
の全て）

第 20回日本集団災害医
学会総会・学術集会
（2015.2.27）東京

新井　隆男

17. 絶対にわかる！救急集中治療の標準
化アプローチと DIC

第 24回日本集中治療医
学 会 東 北 地 方 会
（2015.5.23）福島

織田　　順

18. 救命救急センターにおいて協議を要
した事案の抽出と解析

第 18回日本臨床救急医
学会総会・学術集会
（2015.6.5）富山

織田　　順，行岡　哲男，渡邊　淑子，三島　史朗

19. 病院前熱傷医療と病院内熱傷初療の
標準化にむけての PBECの役割

第 18回日本臨床救急医
学会総会・学術集会
（2015.6.5）富山

織田　　順

20. 緊急医療救護所の設営の平面計画に
関する基礎調査

第 18回日本臨床救急医
学会総会・学術集会
（2015.6.5）富山

江川　香奈*，太田　祥一，依田　育士*

21. PBECのコースの概要 第 18回日本臨床救急医
学会総会・学術集会
（2015.6.5）富山

上山　昌史*，田中　秀治*，齋藤　大蔵*，織田　　順，
松田　　潔*，春成　伸之*，関根　和弘*

22. PBECのコース展開の展望と熱傷医療
標準化の試み

第 18回日本臨床救急医
学会総会・学術集会
（2015.6.5）富山

春成　伸之*，田中　秀治*，上山　昌史*，織田　　順，
松田　　潔*，関根　和弘*，矢島　　務*，齋藤　大蔵*

23. PBEC試行コースの受講状況と期待さ
れる効果

第 18回日本臨床救急医
学会総会・学術集会
（2015.6.5）富山

関根　和弘*，田中　秀治*，齋藤　大蔵*，上山　雅史*，
織田　　順，松田　　潔*，春成　伸之*

24. Progesterone eff ects in the brain microcir-
culation after TBI：How do standard 
osmotherapies compare?

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

熊坂謙一郎

25. Usefulness of saturated salt solution 
method for surgical training：A empirical 
research

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

林　　省吾，河田　晋一，曲　　　寧，畑山　直之，
伊藤　正裕，本間　　宙，行岡　哲男，西山　隆久，
大瀬戸清茂

26. 地域で療養をチームで支援する際の
課題についての調査研究

第 17回日本医療マネジ
メント学会学術総会
（2015.6.12）大阪

高橋　真冬*，織田　　順

27. 症例検討：嘔吐し，胸腹部痛を訴えた
傷病者の搬送症例（院内経過）

第 42回救急医療研究会
（2015.6.26）東京

藤川　　翼

28. 高齢者施設での心肺停止例の検討－
Frailtyの観点からの分析－

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

奥村栄太郎，弦切　純也，福田真紀乃，太田　祥一

29. 当院救命救急センターにおける臓器
提供の推移

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

櫻井　将継，弦切　純也，桜井　悦夫，田中　洋輔，
大村　泰史

30. 抗凝固療法開始後に遅発性骨盤内出
血を発症した 1症例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

守屋まりこ，弦切　純也，山中　浩史，奥村栄太郎，
上野　恵子

31. 大都市郊外型救命救急センターでの
小児外傷症例の検討

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

佐野　秀史，太田　祥一，弦切　純也，熊坂謙一郎，
大村　泰史，星合　　朗，田中　洋輔
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32. 救急・総合診療医の未来 救急・総合診療医を目指
す医師の為のセミナー
（2015.9.19）東京

新井　隆男

33. 救急医が活躍する急性期血管障害治
療

救急・総合診療医を目指
す医師の為のセミナー
（2015.9.19）東京

弦切　純也

34. てんかん重積発作後にMRI 変化を呈
した 2例

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21）東京

田中　洋輔，新井　隆男，弦切　純也，大村　泰史，
須永　茂樹，池田　幸穂

35. 学会主催の臨床研修医・医学生のため
の救急セミナー開催およびアンケー
ト結果，追跡調査の報告

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21）東京

堀　　智志*，松村　隆志*，高橋麻里絵*，山村　　仁*，
岩田　充永*，櫻井　　淳*，坂本　照夫*，太田　祥一

36. 救命救急センターにおける頭頚部外
傷に合併した外傷性脳血管損傷の検
索

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.22）東京

佐藤　高央，弦切　純也，奥村栄太郎，田中　洋輔，
神保　洋之

37.「献体による外傷手術臨床解剖学的研
究会」が受講生に与えた影響－厚生労
働省委託事業の半年後アンケートに
よる検討

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

本間　　宙，林　　省吾，織田　　順，佐野　秀史，
長田　雄大，鈴木　智哉，河井健太郎，河田　晋一，
伊藤　正裕，行岡　哲男

38. 災害医療訓練における参加者による
相互評価導入の試み

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

武田　宗和*，佐々木　亮*，上杉　泰隆，鎌形　博展，
太田　祥一，黒嶋　智美*

39. 急性腰痛に対する仙腸関節ブロック
の効果について

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.23）東京

櫻井　貴敏*，伊藤　圭介*，武者　芳朗*，上田　守三*，
本多　　満*，太田　祥一

40. 症例検討：院内経過「停車中の車両内
において意識障害を呈していた傷病
者の救急活動事案について」

第 43回救急医療研究会
（2015.11.27）東京

藤川　　翼

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. インタビュー記事：防災知識　アプリ
で学ぶ「災害時　地域の人が協力する
状況を想定」

信 濃 毎 日 新 聞：8
（2015.2.12）東京

太田　祥一

2. インタビュー記事：子どもの防災　ア
プリで学ぶ「自助と共助　協力が大
切」

熊 本 日 日 新 聞：19
（2015.2.14）東京

太田　祥一

3. インタビュー記事：防災の心得　アプ
リで学ぶ「災害時は自助と共助」

日 本 海 新 聞：12
（2015.2.15）東京

太田　祥一

4. インタビュー記事：体験アプリで防災
教育「自助，共助が重要」

秋 田 さ き が け：9
（2015.2.18）東京

太田　祥一

5. インタビュー記事：アプリで学ぶ防災
知識「災害時は自助と共助重要」

中國新聞：10（2015.3.9）
東京

太田　祥一

6. 災害医療トリアージ（緊急度判定）：
現場，外来から災害対応まで　救急・
災害医から見た災害医療における今
後のあり方と課題

第 293回医療技術セミ
ナー “スキルアップ”
（2015.3.29）東京

太田　祥一

7. インタビュー記事：移植医療が危機　
心臓死の臓器提供が激減　改正法施
行がきっかけに

週刊朝日（2015-04-10号）
5302：193-195（2015.4.10）
東京

織田　　順

8. インタビュー記事：「街怖い」23万人
首都脱出『80時間ぶり男性救出 自分
の尿で水分補給 識者「72時間は目安」』

産経新聞：26（2015.4.30）
東京

太田　祥一
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9. インタビュー記事：運動会の前に知っ
ておきたい，熱中症の予防法と対処法

マ イ カ ジ ス タ イ ル
（2015.5.29）東京

太田　祥一

10. 幹事病院挨拶 第 42回救急医療研究会
（2015.6.26）東京

行岡　哲男

11. 開会挨拶 第 4回臨床研修医・医学
生のための救急セミナー
（2015.7.18）東京

行岡　哲男

12. 閉会挨拶 第 4回臨床研修医・医学
生のための救急セミナー
（2015.7.18）東京

太田　祥一

13. インタビュー記事：どうなる ?更新基
準，指導医要件，認定内科医…新専門
医制度 15の疑問

日経メディカル 573：
36-49（2015.8.10）東京

行岡　哲男

14. インタビュー記事：心停止後の「死戦
期」あえぎ　呼吸と間違い救命遅れも

中日新聞：19（2015.11.24）
東京

太田　祥一

消化器・小児外科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　医師として必要なマナー，コミュニケーション能力，人間性の教育と共に消化器・小児外科疾患全般を経験する。

疾患についての豊富な知識と系統的な考え方ができるように症例を通して学ぶことを目標とする。その上でライ
フワークとする専門分野を選択し，高度医療を体得する。

「現 状 説 明」　学生は系統講義，BSL，集中講義が主な教育内容であるが，単に知識取得ではなく，症例に関して具体的に考え
られるよう系統的講義を行っている。研修医には基本的な診療技術，手術手技，検査などを経験してもらってい
る。また，後期研修医には消化器外科および小児外科疾患全般の治療を経験するためにラウンドしてもらい，そ
の後ライフワークとなる専門分野をみいだしてもらっている。また，定期的にアニマルラボを行い手術手技の修
得の一助としている。

「点検・評価」　常に講義内容を改定し，学生の意見も反映させている。概ね問題ない範囲内と考えている。研修医には積極的に
手術手技や，診療技術を経験させている。

「改 善 方 策」　症例を自分で考え，判断できる学習をさらに充実させる必要があり，LENONクリッカーシステムや症例検討会
の内容を向上させる。また，より診療参加型の実習ができるように努める必要がある。

「目標・改善方策の達成度」　年々内容は充実し，学生および研修医の満足度は高いと判断している。
【研究】
「到 達 目 標」　消化器癌や小児疾患における研究を行っている。テーラーメイド医療や新たな癌のマーカーの検索（CTCやメ

タボロームなど）を，大学院生を中心に研究助手と共に行っている。ロボット手術などの医工連携，臨床試験に
おいては多施設および本学を中心とした関連施設との臨床共同研究を行い，エビデンスの構築に貢献するように
努めている。

「現 状 説 明」　分子生物学的研究を行っている。また消化器癌におけるロボット手術の国内における主導病院として症例を重ね
ている。

「点検・評価」　 実臨床との兼ね合いがあり充分な時間がないものの，実験系統を確立し研究助手と共に着実に成果を上げている。
成果を確実に論文化することがのぞましい。

「改 善 方 策」　学位論文として若手医師を中心に論文投稿を推進する。
「目標・改善方策の達成度」　臨床研究は着実に進んでいるが，論文掲載されるのにやや時間を要しているので指導を強化する必

要がある。多施設臨床試験は症例の登録は積極的に行っており問題ない。
【診療】
「到 達 目 標」　消化器外科疾患および小児外科疾患における質の高い医療を提供できるように努力している。がん拠点病院とし

ての役割を果たせるよう，最先端の手術や化学療法を常に導入し実践する。
「現 状 説 明」　低侵襲手術の内視鏡下手術やロボット支援手術を積極的に行っている。各臓器とも都内で有数の症例数を保有し，

食道癌，膵癌，直腸癌では化学療法との併用での conversion therapyを行っている。
「点検・評価」　各臓器別に術前検討を内科医および放射線科医と行い，その上で症例検討会において医局員全員で議論し治療方

針を決定している。より深い知識と豊かな経験が必要である。
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「改 善 方 策」　患者に対し，外来および病棟で満足度の高い診療が要求されている。短時間で患者が理解できるようなツールの
開発やパラメディカルと連携したチーム医療が必要である。

「目標・改善方策の達成度」　年々改善され，患者の満足度は上がっていると推測されるが，満足なコミュニケーションが取れて
いるとは言い切れない。医師スタッフの充実を図り，サポートシステムを確立したい。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　東京都のがん拠点病院として，質の高い医療と臨床試験を通して新たなエビデンスの確立に貢献する。またこれ

らの情報はホームページなどを通して発信する。
「現 状 説 明」　JSOG，JFMCなどの多施設共同試験に参加。また本学を中心とした関連施設との臨床試験を行っている。医師

会や市民公開講座で本講座の活動状況や疾病に対する知識の普及を図っている。
「点検・評価」　本学および関連施設において高度な医療を提供している。また近隣の施設で対応できない患者を積極的に受け入

れており，貢献度は高いと考える。
「改 善 方 策」　市民公開講座などの情報発信の機会をさらに増やしたい。癌の早期発見から高度医療，緩和医療までの患者の満

足度の高い診療体制を確立したい。
「目標・改善方策の達成度」　概ね目標は達成されているが，緩和への移行はさらに改善の余地があるので課題である。

I.　著書
1. 保存的に軽快した虚血性腸炎に伴う
腸管気腫症の 1例

日本臨床外科学会雑誌 
76（9）別刷：2309-2313, 
2015

岩崎　謙一，森谷　雅人*，和田　敏史*，野田賢治郎*，
草間　　博*，土田　明彦

2. HER2陽性の切除不能進行胃癌に対し
て Capecitabine+Cisplatin ＋ Trastu-
zumab療法が奏功し Conversion Sur-
geryを施行し得た 1例

癌と化学療法 42（10）：
1295-1297, 2015

瀬上　顕貴*，佐藤　　勉*，川邊　泰一*，林　　茂也*，
幕内　洋介，大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

3. こあかり！ 5. リ ･コ 2016 最新問題篇　
問題 193，問題 218，問題 220，問題
224，問題 225，問題 226，問題 374-1

株式会社医学評論社，こ
あかり！ 5. リ ･コ 2016 
最新問題篇，120, 134-

135, 138-139, 261, 2015

土田　明彦

II.　学術論文
A1. A methylene blue-assisted technique for 

harvesting lymph nodes after radical sur-
gery for gastric cancer：a prospective, 
randomized, controlled study

The american journal of 
surgical pathology 39（2）：
266-273, 2015（IF=4.951）

Aoyama T*,  Fujikawa H*,  Cho H*,  Ogata T,  Shirai J*,  
Hayashi T*,  Rino Y*,  Masuda M*,  Oba MS*,  Morita S*,  
Yoshikawa T*

2. Erratum to：Loss of lean body mass as an 
independent risk factor for continuation of 
S-1 adjuvant chemotherapy for gastric 
cancer

Annals of surgical oncol-
ogy 22（suppl.3）：S1616, 
2015（IF=3.655）

Aoyama T*,   Kawabe T*,  Fujikawa H*,  Hayashi T*,  Yamada 
T*,  Tsuchida K*,  Yukawa N*,  Oshima T*,  Rino Y*,  Masuda 
M*,  Ogata T, Cho H, Yoshikawa T*

3. Loss of Lean Body Mass as an Indepen-
dent Risk Factor for Continuation of S-1 
Adjuvant Chemotherapy for Gastric Can-
cer

Annals of surgical oncol-
ogy 22（8）：2560-2566, 
2015（IF=3.655）

Aoyama T*,   Kawabe T*,  Fujikawa H*,  Hayashi T*,  Yamada 
T*,  Tsuchida K*,  Yukawa N*,  Oshima T*,  Rino Y*,  Masuda 
M*,  Ogata T, Cho H, Yoshikawa T*

4. Impact of preoperative hand grip strength 
on morbidity following gastric cancer sur-
gery

Gastric cancer [Epub ahead 
of print]：2015（IF=4.404）

Sato T*,  Aoyama T*,  Hatashi T*,  Segami K*,  Kawabe T*,  
Fujikawa H*,  Yamada T*,  Yamamoto N*,  Oshima T*,  Rino 
Y*,  Masuda M*,  Ogata T, Cho H*,  Yoshikawa T*

5. Mid-term outcome of endoscopic sphinc-
terotomy combined with large ballon dila-
tion

Journal of Gastroenterol-
ogy and Hepatology 30
（ 1）：2 2 3-2 2 9 ,  2 0 1 5
（IF=3.322）

Itokawa F,  Itoi T,  sofuni A,  Kurihara T,  Tsuchiya T,  
Ishii S,  Ikeuchi N,  Umeda J,  Tanaka R,  Tonozuka R, 
Honjyo M,  Moriyasu F,  Kasuya K,  Tsuchida A

6. Assessment of various types of US fi nd-
ings after irresversible electroporation in 
porcine liver：comparison with radiofre-
quency ablaton

Journal of vascular and 
interventional radiology 26
（ 2）：2 7 9-2 8 7 ,  2 0 1 5
（IF=2.57）

Sugimoto K,  Moriyasu F,  kobayashi Y,  Kasuya K, 
Nagakawa Y,  Tsuchida A,  Hara T*,  Iobe H,  Oshiro H
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7. ACTN4 copy number increase as a pre-
dictive biomarker for chemoradiotherapy 
of locally advanced pancreatic cancer

British Journal of Cancer 
112（4）：704-713, 2015
（IF=5.569）

Waranabe T*,  Ueno H*,  Watabe Y*,  Hiraoka N*,  Morizane 
C*,  Itami J*,  Okusaka T*,  Miura N*,  Kaikizaki T*,  Kakuya 
T*,  Kamita M*,  Tsuchida A,  Nagakawa Y,  Wilber H*,  
Yamada T*,  Honda K*

8. Surveillance of short-segment Barrett’s 
esophagus using ultrathin transnasal 
endoscopy

Journal of Gastroenterol-
ogy and Hepatology 30
（suppl 1）：41-45, 2015
（IF=3.322）

Sugimoto H*,  Kawai T*,  Naito S*,  Yanagizawa K*,  Yamagi-
shi T*,  Fukuzawa M,  Yagi K,  Matsubayashi J,  Nagao T,  
Tomiyama H,  Hoshino S,  Tsuchida A,  Moriyasu F

9. A Novel “Artery First” approach allowing 
safe resection in laparoscopic pancreatico-
duodenectomy：The uncinate process fi rst 
approach

Hepato-Gastroenterology 
6 2：1 0 2 7-1 0 3 0 ,  2 0 1 5
（IF=0.792）

Nagakawa Y,  Hosokawa Y,  Sahara Y,  Takichita C,  
Na kajima T,  Hijikata Y,  Tago T,  Kasuya K,  Tsuchida A

10. One-Step EUS-guided gastrojejunostomy 
with use of lumen-apposing metal stent 
for aff erent loop syndrome treatment

Gastrointestinal Endoscopy 
8 2（ 1）：1 6 6 ,  2 0 1 5
（IF=6.217）

Ikeuchi N*,  Itoi T,  Tsuchiya T,  Nagakawa Y,  Tsuchida A

11. Two cases of sclerosing angiomatoid nod-
ular transformation of the spleen with 
gradual growth：usefulness of diff usion-

weighted imaging

Clinical Imaging 39（2）：
315-317, 2015（IF=0.966）

Yoshimura N*,   Saito K,  Shirota N, Suzuki K, Akata S, 
Oshiro H, Nagao T, Sugimoto K, Tsuchida A, Tokuuye K

12. Laparoscopic splentic hilar lymph node 
dissection for proximal gastric cencer 
using integrated three-dimensional ana-
tomic simukation software

Surgical Endscopy, 2015 Kinoshita T*,   Shibasaki H*,  Enomoto N*,  Sahara Y, Suna-
gawa H*,  Nishida T*

13. Plasma biomarker for detection of early 
stage pancreatic cancer and risk factors 
for pancreatic malignancy using antibod-
ies for apolipoprotein-All isoforms

Scientific Reports doi：
10.1038/srep15921, 2015
（IF=5.228）

Honda K*,   Kobayashi M*,  Okusaka T*,  Rinaudo JA*,  
Huang Y*,  Maesh T*,   Sanada M*,  Sasajima Y*,  Nakamori 
S*,  Shimahara M*,  Ueno T*,  Tsuchida A, Sata N*,  Ioka T*,  
Yasunami Y*,  Kosuge T*,  Miura N*,  Kamita M*,  Sakamoto 
T*,  Shoji H*,  Jung G*,  Srivastava S*,  Yamada T*

14. Holmium：YAG laser lithotripsy through 
an EUS-guided hepaticogastrostomy route

Gastrointestinal Endoscopy 
d o i：1 0 . 1 0 1 6 / j .
g i e . 2 0 1 5 . 9 . 4 4：[ E p u b 
ahead of print], 2015
（IF=6.217）

Tonozuka R,  Itoi T,  Sofuni A,  Tsuchiya T,  Kasuya K

15. Randomized phase III trial of treatment 
duration for oral uracil and tegafur plus 
leucovorin as adjuvant chemotherapy for 
patients with  stage IIB/III colon cancer：
fi nal results of JFMC33-0502

Annals of oncology 26
（11）：2274-2280, 2015

Sadahiro S*,  Tsuchiya T*,  Sasaki K*,  Kondo K*,  Katsumata 
K,Nishimura G*,  Kakeji Y*,  Baba H*,  Sato S*,  Koda K*,  
Yamaguchi Y*,  Morita T*,  Matsuoka J*,  Usuki H*

16. Impact of infectious complications on 
gastric cancer recurrence

Gastric cancer 18（2）：
368-374, 2015（IF=4.404）

Hayashi T*,   Yoshikawa T*,  Aoyama T*,  Hasegawa S*,  
Yamada T*,  Tsuchida K*,  Fujikawa H*,  Sato T*,  Ogata T, 
Cho H*,  Oshima T*,  Rino Y*,  Masuda M*

17. Angiomyolipoma of the tunica dartos of 
the scrotum in infancy

Journal of pediatric surgery 
case reports 3：334-337, 
2015

Hayashi Y,  Shiyanagi S,  Nagae I,  Kasuya K,  Katsumata 
K,  Yamataka A,  Tsuchida A

18. A 15-month-old boy with congenital duo-
denal stenosis due to food impaction

Indian journal of pediatrics 
31（2）：132-134, 2015
（IF=0.923）

Nakajima J*,  Takahashi H*,  Suda K*,  Suzuki S*,  Sato S*,  
Hayashi Y,  Kawashima H*

19. Undiff erentiated sarcoma developing 14 
years after colocystoplasty: Our experi-
ence and literature review

Journal of pediatric surgery 
case reports 3：385-388, 
2015

Hayashi Y,  Shiyanagi S,  Okawada M*,  Koga H*,  Nagae I,  
Tsuchida A,  Yamataka A

20. 腹腔鏡下幽門側胃切除術における超
音波切開凝固装置の最適使用法

手 術 69（3）：217-224, 
2015

吉川　貴己*，青山　　徹*，佐藤　　勉*，尾形　高士，
長　　晴彦*
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21. LECSの外科的アプローチ 手術 69（10）：1433-1436, 
2015

長　　晴彦*，尾形　高士，吉川　貴己*

22.【術後の栄養や食事を再考する】 胃癌
術後の体重 /体組成変動とその意義

外科と代謝 49（5）：205-

211, 2015
吉川　貴己*，青山　　徹*，林　　　勉*，山田　貴允*，
川邊　泰一*，佐藤　　勉*，尾形　高士，長　　晴彦

23. アフェレーシス検体から血中循環癌
細胞の分離，培養の試み

癌と化学療法 42（9）：
1069-1072, 2015

征矢　良子，田口　淳一*，永川　裕一，高橋　　修*，
山洞　典正，細川　勇一，粕谷　和彦，梅田　尚季*，
岡本　正人*，辻谷　俊一*，土田　明彦

24. タケキャブ（ボノプラザンフマル酸
塩）

診 断 と 治 療 103（12）：
1659-1663, 2015

河合　　隆，福澤　麻理，山岸　哲也，佐藤　丈丈，
桑田　直子，八木　健二，森安　史典，星野　澄人，
土田　明彦

25. 保存的に軽快した虚血性腸炎に伴う
腸管気腫症の 1例

日本外科系連合学会誌 
40：293-297, 2015

岩崎　謙一，森谷　雅人，宮田　祐樹*，水村　泰夫*，
和田　敏史，土田　明彦

26. Sister Mary Joseph’s noduleを呈した乳
癌の 1例

日本外科系連合学会誌 
40：673-677, 2015

下田　陽太，関川　浩司*，高橋　保正*，成田　和広*，
太田　　竜*，池田　博斉*

27. 3D-CTナビゲーションを用いた腹腔
鏡下横行結腸切除術時の膵認識の工
夫

手術 69：1, 2015 石崎　哲央，勝又　健次，松土　尊映，榎本　正統，
久田　将之，土田　明彦

28. 14.救命・救急医療　a）心肺蘇生法 外科 77：1476-1479, 2015 榎本　正統，鈴木　彰二*，勝又　健次，笠原　健大，
松土　尊映，石崎　哲央，粕谷　和彦，土田　明彦

B1. 膵頭十二指腸切除における術前胆管
ドレナージの功罪

日本腹部救急医学会雑誌 
35（3）：261-265, 2015

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，粕谷　和彦，土田　明彦

2. 膵 癌 の IRE（Irreversible electropora-
tion）治療

膵 臓 30（2）：210-218, 
2015

森安　史典，糸井　隆夫，永川　裕一，土田　明彦

3. 胆道癌に対する光線力学的治療 胆 道 29（2）：238-246, 
2015

粕谷　和彦，中島　哲史，瀧下　智恵，佐原　八束，
細川　勇一，永川　裕一

4. 膵臓外科における消化管吻合のコツ　
－膵消化管吻合

臨 床 外 科 10 70（10）：
1245-1248, 2015

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
土方　陽介，土田　明彦

5. カリウムイオン競合型アシッドブ
ロッカー（ボノプラザン）の基礎と臨
床＜臨床編＞ 2．ボノプラザンの効
果：既存の酸分泌抑制薬は必要か　5）
低用量アスピリン潰瘍に対するボノ
プラザンの効果と使い方

Progress in Medicine 35
（8）：1307-1309, 2015

河合　　隆，福澤　麻理，山岸　哲也，八木　健二，
森安　史典，星野　澄人，土田　明彦

6. 適切な神経叢郭清を併施する膵頭部
癌根治術

消化器外科 38：15-24, 
2015

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，笠原　健大，粕谷　和彦，
易　　　勤，土田　明彦

7. 胆道疾患における腹腔鏡下手術 胆 道 29（5）：899-904, 
2015

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
粕谷　和彦，土田　明彦

8. 下部直腸癌における標準治療の課題 東 医 大 誌 73：236-243, 
2015

勝又　健次

C1. Retrograde lymphatic spread of esopha-
geal cancer A case report

Medicine 94（27）：1-5, 
2015

Oshiro H*,  Osaka Y,  Tachibana S,  Aoki T*,  Tsuchiya T*,  
Nagao T*

2. 尿膜管小腸瘻を伴った尿膜管腫瘍の 1
例

日本臨床外科学会雑誌 
76（9）別刷：2309-2313, 
2015

岩崎　謙一，森谷　雅人*，和田　敏史*，野田賢治郎*，
草間　　博*，土田　明彦

3. HER2陽性の切除不能進行胃癌に対し
て Capecitabine+Cisplatin ＋ Trastu-
zumab療法が奏功し Conversion Sur-
geryを施行し得た 1例

癌と化学療法 42（10）：
1295-1297, 2015

瀬上　顕貴*，佐藤　　勉*，川邊　泰一*，林　　茂也*，
幕内　洋介，大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

4. 食道癌骨転移症例に対する放射線療
法の有効性の検討

癌と化学療法 42（12）：
1547-1549, 2015

片柳　　創，渡辺　隆文，幕内　洋介，新後閑正敏，
壽美　哲生，高垣　信一*，大久保　充*，立花　慎吾，
逢坂　由昭，土田　明彦，河内　茂行



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌374S

5. 食道癌骨転移症例に対する放射線療
法の有効性の検討

癌と化学療法 42（12）：
1547-1549, 2015

片柳　　創，渡辺　隆文，幕内　洋介，新後閑正敏，
壽美　哲生，高垣　信一*，大久保　充*，立花　慎吾，
逢坂　由昭，土田　明彦，河内　茂行

6. 肝血肝腫として 2年間の経過観察期間
を経て手術に至った慢性 B型肝炎に
発生した細胆管細胞癌の 1例

肝臓クリニカルアップ
デ ー ト 1（1）：131-136, 
2015

笠原　健大，中島　哲史，瀧下　智恵，佐原　八束，
細川　勇一，永川　裕一，粕谷　和彦，勝又　健次，
宮田　祐樹*，森安　史典，長尾　俊孝，土田　明彦

7. 遠位胆管進展を伴った乳頭部腺腫の 1
切除例

胆 道 29（2）：310-314, 
2015

辻　修二郎，糸井　隆夫，永川　裕一，土屋　貴愛

8. 肝部分切除後に胆管肝静脈瘻をきた
した 1例

臨 床 放 射 線 60（10）：
1297-1301, 2015

勇内山大介*，佐口　　徹*，剣木　憲文*，代田　夏彦*，
永川　裕一，土田　明彦，徳植　公一*，齋藤　和博*

9. 長期生存している成人胃 Burkitリン
パ腫の 1例

日本臨床外科学会雑誌
76（12）：95-102, 2015

楢原　克典，阿部　知見*，勝又　健次，知念　克也*，
粕谷　和彦，土田　明彦

10. 小葉間胆管由来が考えられたいわゆ
る細胆管細胞癌の 1症例

Liver Cancer 21：65-70, 
2015

岩塚　邦夫，杉本　勝俊，竹内　啓人，安藤　眞弓，
佐野　隆友，森　　俊文，古市　好宏，小林　功幸，
中村　郁夫，吉田　真希，長尾　俊孝，粕谷　和彦，
土田　明彦，福里　利夫*，近藤　福雄*，森安　史典

11. 鼠径ヘルニア術後メッシュプラグが
原因となった絞扼性レイウスの 1例

東医大誌 73：45-48, 2015 村越　雄介，森谷　雅人，長江　逸郎，勝又　健次，
土田　明彦

12. 保存的に軽快した高齢者の胆石イレ
ウスの 1例

日本外科系連合学会誌
40：742-746, 2015

岩崎　謙一，森谷　雅人，宮田　祐樹*，水村　泰夫*，
和田　敏史，土田　明彦

13. 尿膜管小腸瘻を伴った尿膜管膿瘍の 1
例

日本外科系連合学会誌 
76：221-225, 2015

岩崎　謙一，森谷　雅人，和田　敏史，野田賢治郎*，
草間　　博*，土田　明彦

14. レゴラフェニブ投与にて腫瘍縮小を
認め長期生存している KRAS変異型
大腸癌の 1例

癌と化学療法 42：1211-

1214, 2015
太田　 竜*，関川　浩司*，山崎　将人*，後藤　　学*，
成田　和宏*，池田　博斉*，小根山正貴*，中山　幹大*，
下田　陽太，佐藤　　俊*，井上　貴博*

15. S状結腸捻転を契機に発見された慢性
特発性大腸偽性腸閉塞の 1例

日本外科系連合学会誌
40：916-921, 2015

下田　陽太，関川　浩司*，山崎　将人*，太田　　竜*，
池田　博斉*，成田　和広*

16. 腸管逆回転症に発症した胃癌の 1例 日本臨床外科学会雑誌
76：2438-2444, 2015

下田　陽太，関川　浩司*，山崎　将人*，太田　　竜*，
成田　和広*，小根山正貴*

17. レゴラフェニブ投与にて腫瘍縮小を
認め長期生存している KRAS変異型
大腸癌の 1例

癌 と 化 学 療 法 42：10, 
2015

太田　　竜*，関川　浩司*，山崎　将人*，後藤　　学*，
成田　和宏*，池田　博斉*，小根山正貴*，中山　幹大*，
下田　陽太，佐藤　　俊*，井上　貴博*

18. 妊娠 34週目び小腸型 Chilaiditi症候群
を呈し，絞扼性イレウスを発症した 1
例

東 医 大 誌 73：383-387, 
2015

加藤　文昭，寿美　哲生，勝又　健次，河地　茂行，
土田　明彦

III.　学術刊行物
B1. 国試 109 第 109回国試国家試験問題解
説書

第 109回国試国家試験問
題 解 説 書 109：43-44, 
274-275, 458, 513, 2015

土田　明彦

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Eff ective retration methods with adequate 

exposure of the surgical fi eld allowing 
safe resection in laparoscopic pancreatico-
duodenectomy

The 12th Asia-pacifi c Con-
gress of Endoscopic and 
Laparoscopic Surgery
（ELSA2015）（2015.9.3）

Daegu, Korea

Nagakawa Y
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2. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy：
Safe and reliable approach

25th World Congress of the 
International Association 
of Surgeous, Gastroenter-
ologists, and Oncologists
（ IASGO）（2015 .9 .6）

Fuzhou, China

Nagakawa Y,  Hosokawa Y,  Sahara Y,  Takishita C,  Tsu-
chida A

B1. A Novel approach for safe and reliable 
laparoscopic pancreaticoduodenectomy

The 5th Biennial Congress 
of the Asian-Pacifi c Hep-
a t o-P a n c r e a t o-B i l i a r y 
Association（2015.3.20）
Singapore

Nagakawa Y,  Hosokawa Y,  Sahara Y,  Takishita C,  Naka-
jima T,  Hijikata Y,  Kasuya K,  Tsuchida A

2. A safe and reliable pancreaticogastronomy 
after laparoscopic central pancreatec-
tomy：Novel method using LARPRA-TY 
Suture Clip

The 12th Asia-pacifi c Con-
gress of Endoscopic and 
Laparoscopic Surgery
（ELSA2015）（2015.9.3）

Daegu, Korea

Hosokawa Y,  Nagakawa Y,  Sahara Y,  Takishita C,  Naka-
jima T,  Hijikata Y,  Wada T,  Kasuya K,  Tsuchida A

2. The safe and reliable procedure for lapa-
roscopicnhepaticojejunostomy under clear 
surgical fi eld

The 12th Asia-pacifi c Con-
gress of Endoscopic and 
Laparoscopic Surgery
（ELSA2015）（2015.9.3）

Daegu, Korea

Sahara Y,  Nagakawa Y,  Hosokawa Y,  Takishita C,  Naka-
jima T,  Hijikata Y,  Kasuya K,  Tsuchida A

3. Photodynamic therapy to biliary duct can-
cer by using fi ne multichannel endscope

P a c i f i d h e m  2 0 1 5
（2015.12.16）Honolulu, 

Hawai

Kasuya K,  Soya R,  Nagakawa Y,  Itoi T,  Shimazu M, 
Tsuchida A

国内学会
A1. 教室における膵癌治療の取り組み 平成 26年度東邦大学医

療センター大橋病院外科
集談会・同門会（第 4回
東邦医学会　大橋病院外
科分科会）（2015.1.10）
東京

土田　明彦

2. 膵癌における術前・術後補助療法の現
状

第 2回関東がん免疫治療
フォーラム（2015.1.31）
東京

永川　裕一

3. 腹腔鏡下膵切除術における場の展開 第 11回肝胆膵内視鏡下
手術勉強会（2015.2.7）
静岡

永川　裕一

4. リアルタイムエコーガイド下 CV穿刺
と 2 step puncture techniqueを用いた安
全な CVポート造設法

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.2.12）広島

尾形　高士，幕内　洋介，瀬上　顕貴，川邉　泰一*，
林　　茂也*，佐藤　　勉*，勝又　健次，土田　明彦，
長　　晴彦*，吉川　貴己*

5. リアルタイムエコーガイド下 CV穿刺
手技とその教育について＜より安全
な CVC挿入を目指して＞

第 30回日本静脈経腸栄
養 学 会 学 術 集 会
（2015.2.12）神戸

尾形　高士，幕内　洋介，瀬上　顕貴，川邉　泰一*，
林　　茂也*，佐藤　　勉*，勝又　健次，土田　明彦，
長　　晴彦*，吉川　貴己*

6. サルコペニアの現状，問題点とその予
防対策　栄養が大事！胃癌患者のサ
ルコペニアの現状と術後合併症との
関連

第 30回日本静脈経腸栄
養 学 会 学 術 集 会
（2015.2.13）神戸

佐藤　　勉*，青山　　徹*，瀬上　顕貴*，林　　茂也*，
川邉　泰一*，幕内　洋介，林　　　勉*，山田　貴允*，
大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，中田恵津子*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

7. 腹腔鏡補助下胃切除術における #5郭
清の工夫

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.6）広島

川邉　泰一*，瀬上　顕貴*，林　　茂也*，幕内　洋介，
佐藤　　勉*，藤川　寛人*，青山　　徹*，林　　　勉*，
山田　貴允*，利野　　靖*，益田　宗孝*，尾形　高士，
長　　晴彦*，吉川　貴己*
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8. 腹腔鏡下胃全摘術における汎用性の
ある再建法 linearか circularか ?　Cir-
cular staplerを用いた腹腔鏡補助下胃
全摘術を安全に行うための工夫と
ラーニングカーブ

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.6）広島

長　　晴彦*，瀬上　顕貴*，川邉　泰一*，林　　茂也*，
藤川　寛人*，幕内　洋介，佐藤　　勉*，尾形　高士，
吉川　貴己*

9. 残胃癌の治療戦略とその成績　上部
胃癌との比較による残胃癌の臨床病
理学的検討

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.6）広島

村上　仁志*，山田　貴允*，佐藤　　勉*，土田　知史*，
山本　直人*，大島　　貴*，利野　　靖*，尾形　高士，
長　　晴彦*，吉川　貴己*

10. 当院における高齢者に対する S-1 adju-
vantの認容性の検討

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.6）広島

片柳　　創，渡辺　隆文，渡辺　　充，壽美　哲生，
須田　　健，星野　澄人，伊藤　一成，高木　　融，
島津　元秀，土田　明彦，河地　茂行

11. 演題① 負担の少ない手術療法～東京
医科大学の取組み～

がんに負けない ～あき
らめないすい臓がん治療
～（2015.3.28）東京

永川　裕一

12. 総合討論：テーマ「アブラキサンを用
いた治療戦略」

Pancreatic Cancer Forum 
in　Tokyo（2015.5.23）
東京

永川　裕一

13. 当科での尾側膵切除における膵性状
に合わせた膵断端処理法と術後成績

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

14. 当科における慢性膵炎に対する膵頭
十二指腸切除施行例の検討

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

土方　陽介，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
瀧下　智恵，中島　哲史，粕谷　和彦，土田　明彦

15. 膵頭十二指腸切除手術における密着
性を高めた新たな膵腸吻合法－膵空
腸全層密着吻合

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，田子　友哉，粕谷　和彦，
土田　明彦

16. 慢性膵炎経過中に発症した多発浸潤
性膵管癌の 1例

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

田子　友哉，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束， 
瀧下　智恵，中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，
土田　明彦

17. 非重症急性胆嚢炎に対する治療法別
短期成績の検討

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

下田　陽太，関川　浩司*，山崎　将人*，太田　　竜*，
中山　幹大*，井上　貴博*

18. 安全な腹腔鏡下膵頭十二指腸切除に
向けて－手術適応の再検討と適切な
アプローチ法の開発－

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

19. 胃粘膜下腫瘍に対する LECS　診断か
ら治療まで

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13）東京

尾形　高士，幕内　洋介*，瀬上　顕貴*，川邉　泰一*，
林　　茂也*，佐藤　　勉*，長　　晴彦*，吉川　貴己*

20. 食道 ESDにおける鎮静と全身麻酔の
選択

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13）東京

桑田　直子，後藤田卓志，草野　　央，八木　健二，
辻　雄一郎，鈴木　　翔，佐藤　丈征，河野　　真，
植松　淳一，山内　芳也，古賀　幹教，福澤　誠克，
立花　慎吾，土田　明彦，河合　　隆，森安　史典

21. がん根治を目指した内視鏡治療　限
界と挑戦　食道 ESDにおける鎮静と
全身麻酔の選択

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13）東京

桑田　直子，後藤田卓志，草野　　央，八木　健二，
辻　雄一郎，鈴木　　翔，佐藤　丈征，河野　　真，
植松　淳一，山内　芳也，古賀　幹教，福澤　誠克，
立花　慎吾，土田　明彦，河合　　隆，森安　史典

22. Borderline膵癌に対する術前化学放射
線治療として gemcitabine+S-1併用強
度変調放射線治療（GS-IMRT）の有
効性

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.13）東京

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，田子　友哉，粕谷　和彦，
土田　明彦
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2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 377S

23. 日韓共同プロジェクト：膵頭十二指腸
切除術における膵管ステンドの意義
－後ろ向き観察多施設共同研究－

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.13）東京

川井　　学*，山上　祐機*，櫂　　雅憲*，里井　壯平*，
庄　　雅之*，上村健一郎*，本田　五郎*，永川　裕一，
宮崎　　勝*

24. 当科での腹腔鏡下胆嚢摘出術におけ
る Reduced Port Surgeryの現況

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.19）
東京

下田　陽太，井上　貴博*，佐藤　　俊*，小根山正貴*，
池田　博斉*，成田　和広*，太田　　竜*，後藤　　学*，
山崎　将人*，関川　浩司*

25. 当科での腹腔鏡下胆嚢摘出術における 
Reduced Port Surgery の現況

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.19）
東京

下田　陽太，井上　貴博*，佐藤　　俊*，中山　幹大*，
小根山正貴*，池田　博斉*，成田　和広*，太田　　竜*，
後藤　　学*，山崎　将人*，関川　浩司*

26. 腹腔鏡手術の First step としての腹腔
鏡下虫垂切除術

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.19）
東京

榎本　正統，笠原　健大，松土　尊映，石崎　哲央，
粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

27. 切除可能膵癌に対する術前化学放射
線療法として GS併用強度変調放射線
治療の可能性

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.20）名古屋

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
和田　貴宏，粕谷　和彦，土田　明彦

28. 食道癌骨転移症例に対する放射線療
法の有効性の検討

第 37回日本癌局所療法
研究会（2015.7.10）千葉

片栁　　創，渡辺　隆文，幕内　洋介，新後閑正敏，
壽美　哲生，高垣　信一，大久保　充，立花　慎吾，
逢坂　由昭，土田　明彦，河地　茂行

29. Borderline resectable膵癌に対する強度
変調放射線治療を用いた術前化学放
射線療法（GS-IMRT）の有用性

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.16）浜
松

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦，

30. 膵外神経叢浸潤を伴う膵頭部癌に対
する膵頭十二指腸切除術－SMA右斜
後方半周郭清－

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.17）浜
松

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，田子　友哉，粕谷　和彦，
土田　明彦

31. 膵頭十二指腸切除における膵液瘻発
症予防を目的とした周術期抗菌薬の
選択

第 42回日本膵切研究会
（2015.8.29）大阪

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，和田　貴宏，粕谷　和彦，
土田　明彦

32. 膵癌 RO切除の意義と評価方法の問題
点

第 42回日本膵切研究会
（2015.8.29）大阪

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

33.「膵癌治療の最前線－東京医大の取り
組み－」

第 17回東京消化器疾患
研究会（2015.9.4）東京

土田　明彦

34. 当院における膵神経内分泌腫瘍切除
症例の検討

第 3回日本神経内分泌腫
瘍 研 究 学 術 集 会
（2015.9.12）仙台

瀧下　智恵

35. Borderline resectable膵癌に対する術前
化学放射線療法としての強度変調放
射線治療（IMRT）＋ GS療法の有用
性

第 10回膵癌術前治療研
究会（2015.9.19）埼玉

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
和田　貴宏，粕谷　和彦，土田　明彦

36. 膵外神経叢浸潤の術前診断に応じた
SMA周囲 Surgical margin確保の妥当
性

第 23回日本消化器関連
学 会 週 間（2015.10.10）
東京

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，粕谷　和彦，土田　明彦

37.『症例検討　『大腸癌症例　Case Dis-
cussion 』』

CRC Team Oncology Sem-
inar in 新宿（2015.10.14）
東京

勝又　健次

38.『症例検討　『大腸癌症例　Case Dis-
cussion 』』

CRC Team Oncology Sem-
inar in 新宿（2015.10.14）
東京

榎本　正統

39. ロボット支援胸腔鏡下食道切除術の
有用性

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.17）神戸

逢坂　由昭，立花　慎吾，太田　喜洋，須田　　健，
星野　澄人，土田　明彦
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第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌378S

40.「次世代に向けた膵切除を考える」 第 28回東北膵・胆道癌
研究会（2015.10.17）仙
台

永川　裕一

41. 同時性進行食道・胃重複癌に対し
DCS療法及び放射線化学療法が奏効
した 1例

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.30）
京都

神尾　一樹*，佐藤　　勉*，前澤　幸男*，瀬上　顕貴*，
中島　哲史*，池田　耕介*，大島　　貴*，利野　　靖*，
益田　宗孝*，尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

42. 当科におけるロボット支援手術　da 
Vinci を用いた直腸癌手術経験と展望

第 70回日本大腸肛門病
学会学集会（2015.11.14）
愛知

久田　将之，勝又　健次，石崎　哲央，榎本　正統，
河北　英明，松土　尊映，笠原　健大，土田　明彦

43. ロボット支援胸腔鏡下食道切除術の
有用性と効果

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

立花　慎吾，太田　喜洋，星野　澄人，須田　　健，
渡辺　隆文，逢坂　由昭，尾形　高士，高橋　恒輔，
粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

44. 食道癌手術周術期管理に必要な NST/
栄養管理士の関わりについて

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

尾形　高士，中島　哲史，幕内　洋介，神尾　一樹*，
前澤　幸男*，瀬上　顕紀*，池田　耕介*，佐藤　　勉*，
逢坂　由昭，勝又　健次，土田　明彦，長　　晴彦*，
吉川　貴己*

45. 安全確実な腹腔鏡下胆管空腸吻合を
目指して　－良好な術野展開と愛護
的な運針法－

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.26）福岡

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
和田　貴宏，土方　陽介，田子　友哉，粕谷　和彦，
土田　明彦

46. 80歳以上の胃癌症例に対する手術の
妥当性についての検討

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.27）福
岡

片柳　　創，幕内　洋介，渡辺　隆文，新後閑正敏，
壽美　哲生，須田　　健，星野　澄人，伊藤　一成，
土田　明彦，河地　茂行

47. 食道癌手術における食道胃管吻合術
の工夫

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

中島　哲史，尾形　高士*，神尾　一樹*，前澤　幸男*，
瀬上　顕貴*，池田　耕介*，佐藤　　勉*，勝又　健次，
土田　明彦，長　　晴彦*，吉川　貴己*

48. ロボット支援胸腔鏡下食道切除術の
利点と注意点

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

逢坂　由昭，立花　慎吾，須田　　健，太田　喜洋，
齊藤　　準，田村　和彦

49. 臨床的膵液瘻発生と細菌感染 第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.28）福岡

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，和田　貴宏，粕谷　和彦，
土田　明彦

50. 大腸穿孔手術症例予後因子の検討 第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

寿美　哲生，勝又　健次，片柳　　創，新後閑正敏，
幕内　洋介，渡辺　隆文，宮田　晃一*，河地　茂行*，
土田　明彦

51. 安全確実な腹腔鏡下尾側切除術　
－脾動静脈直線化の必要性－

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.11）
大阪

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，和田　貴宏，土方　陽介，田子　友哉，
粕谷　和彦，土田　明彦

52. 我々が考える十二指腸乳頭部腫瘍に
おける腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術
の適応とアプローチ法

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.11）
大阪

永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，和田　貴宏，土方　陽介，粕谷　和彦，
土田　明彦

53. 腹腔鏡－内視鏡合同手術の際に必要
な，消化器内視鏡技術について

第 28回日本内視鏡外科
学会（2015.12.12）大阪

尾形　高士，中島　哲史，神尾　一樹*，前澤　幸男*，
瀬上　顕紀*，池田　耕介*，佐藤　　勉*，長　　晴彦*，
吉川　貴己*

54. 管腔内視鏡治療と腹腔鏡手術のコラ
ボレーションをいかに行うか ? 腹腔鏡
－内視鏡合同手術の際に必要な，消化
器内視鏡技術について

第 28回日本内視鏡外科
学会（2015.12.12）大阪

尾形　高士，中島　哲史，神尾　一樹*，前澤　幸男*，
瀬上　顕貴*，池田　耕介*，佐藤　　勉*，長　　晴彦*，
吉川　貴己*

55.「合格のためのポイント：体験談」 第 7回膵臓内視鏡外科研
究会（2015.12.12）京都

永川　裕一

56. 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術におけ
る小切開創からの膵空腸吻合法

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.12）
大阪

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
和田　貴宏，中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，
土田　明彦
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57. 術野展開を重視した腹腔鏡下膵頭
十二指腸切除術の定型化

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.12）
大阪

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

B1. 大腸癌における血中遊離癌細胞
（CTC：Curculating Tumor Cells）測定
の可能性

第 84 回大腸癌研究会
（2016.1.15）熊本

榎本　正統，榎本　将也，松土　尊映，村越　雄介，
石崎　哲央，粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

2. 進行右側結腸癌に対する SMA周囲リ
ンパ節郭清を伴う腹腔鏡下右半結腸
切除術　SMA/SMV 走行による相違

第 82 回大腸癌研究会
（2015.1.23）東京

榎本　正統，笠原　健大，西村　絵美，松土　尊映，
石崎　哲央，久田　将之，粕谷　和彦，勝又　健次，
土田　明彦

3. 当科における進行大腸癌に対する腹
腔鏡手術の現状と治療成績

第 82 回大腸癌研究会
（2015.1.23）東京

太田　　竜*，関川　浩司*，井上　貴博*，佐藤　　俊*，
下田　陽太，中山　幹大*，小根山正貴*，池田　博斉*，
成田　和宏*，後藤　　学*

4. 花粉症（小青竜湯投与例）の症例提示 東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.1.29）東京

遠藤　光史

5. 手術支援ロボットを用い完全腹腔鏡
下前方切除の 20例

第 7回日本ロボット外科
学会ロボットとの共存
（2015.2.7）東京

久田　将之，勝又　健次，石崎　哲央，榎本　正統，
松土　尊映，笠原　健大，西村　絵美，粕谷　和彦，
土田　明彦

6. 胃癌 第 1回南多摩消化器がん
フォーラム（2015.2.10）
東京

片栁　　創

7. 生体電気インピーダンス分析（BIA）
による筋肉両測定の妥当性評価

第 30回日本静脈経腸栄
養 学 会 学 術 集 会
（2015.2.12）神戸

林　　茂也*，瀬上　顕貴*，川邉　泰一*，幕内　洋介，
佐藤　　勉*，利野　　靖*，益田　宗孝*，尾形　高士，
長　　晴彦*，吉川　貴己*

8. 胃癌手術周術期管理における ERAS
プロトコールの評価

第 30回日本静脈経腸栄
養 学 会 学 術 集 会
（2015.2.12）神戸

瀬上　顕貴*，佐藤　　勉*，川邉　泰一*，幕内　洋介，
青山　　徹*，山田　貴允*，林　　　勉*，利野　　靖*，
益田　宗孝*，谷口　英吉*，村松　美穂*，中田恵津子*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

9. 食道癌・胃癌術後の患者に NSTが介
入し適正な栄養管理ができた 1症例

第 30回日本静脈経腸栄
養 学 会 学 術 集 会
（2015.2.13）神戸

嶋崎　愛子*，逢坂　由昭，木村　　清*，山口　陽子*，
原口美由紀，鴨下　幸子*，刑部　真緒*，牧口　寛子*

10. 当教室における残胃潜在癌と残胃新
生癌症例の検討

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.5）広島

須田　　健，星野　澄人，立花　慎吾，太田　喜洋，
高木　　融，伊藤　一成，片柳　　創，粕谷　和彦，
勝又　健次

11. 不完全 Carney3兆候と思われた小児多
発胃 GISTの 1例

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.5）広島

幕内　洋介，佐藤　　勉*瀬上　憲貴*，林　　茂也*

川邊　泰一*，須田　　健，星野　澄人，土田　明彦，
尾形　高士，長　　晴彦*，河内　香江*，宮城　祥平*，
吉川　貴己*

12. 胃癌手術周術期管理における ERAS
プロトコールの評価

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.5）広島

瀬上　顕貴*，佐藤　　勉*，川邉　泰一*，林　　茂也*，
幕内　洋介，山田　貴允*，林　　　勉*，青山　　徹*，
利野　　靖*，益田　宗孝*，尾形　高士，長　　晴彦*，
吉川　貴己*

13. Wild-type GISTに対して，スニチニブ
を使用し効果を認めた 1例

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.5）広島

林 　茂也*，瀬上　顕貴*，川邉　泰一*，幕内　洋介，
佐藤　　勉*，大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

14. 胃癌検体からの効率的 /正確なリンパ
節摘出法の検討－メチレンブルー法
と標準法のランダム化比較第 III相試
験

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.5）広島

青山　　徹*，藤川　寛人*，白井　順也*，川邉　泰一*，
林　　茂也*，林　　　勉*，山田　貴允*，土田　知史*，
尾形　高士，長　　晴彦*，大島　　貴*，湯川　寛夫*，
利野　　靖*，益田　宗孝*，吉川　貴己*

15. 根治手術 6ヶ月で肝・縦隔リンパ節再
発を来した早期胃癌の一例

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.5）広島

小根山正貴*，井上　貴博*，佐藤　　俊*，下田　陽太，
中山　幹大*，池田　博斉*，太田　　竜*，成田　和宏*，
後藤　　学*，関川　浩司*
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16. 腸管逆回転症に発症した胃癌の 1例 第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.5）広島

下田　陽太

17. 当院で経験した上腸間膜静脈血栓症
の 2例

第 51回日本腹部救急医
学会総会（2015.3.5）京
都

青盛　恒太*，井上　貴博*，成田　和宏*，佐藤　　俊*，
下田　陽太，中山　幹大*，小根山正貴*，池田　博斉*，
太田　　竜*，後藤　　学*，関川　浩司*

18. CTにて診断しえた超高齢者の盲腸捻
転症の 1例

第 51回日本腹部救急医
学会総会（2015.3.5）京
都

伊藤　　弥*，成田　和宏*，井上　貴博*，佐藤　　俊*，
下田　陽太，中山　幹大*，小根山正貴*，池田　博斉*，
太田　　竜*，後藤　　学*，関川　浩司*

19. NAC後，PANDを施行し非治癒切除
となった胃癌に対しPaclitaxel + Trastu-
zumab療法が奏功した 1例

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.6）広島

藤川　寛人*，藤川　善子*，末松　秀明*，四元　宏和*，
山内美帆子*，五代　天偉*，熊切　　寛*，深野　史靖*，
田村　　功*，鈴木紳一郎*，利野　　靖*，益田　宗孝*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

20. 胃癌患者における nabPTXの有効性の
検討

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.6）広島

渡辺　隆文，渡邊　　充，片柳　　創，壽美　哲生，
太田　喜洋，立花　慎吾，星野　澄人，逢坂　由昭，
高木　　融，島津　元秀，土田　明彦，河地　茂行

21. 若年者慢性特発性大腸偽性腸閉塞の 1
例

第 51回日本腹部救急医
学会総会（2015.3.6）京
都

下田　陽太，中山　幹大*，成田　和広*，池田　博斉*，
太田　　竜*，関川　浩司*

22. 理想的な痔核治療を求めて 第 9回内痔核治療法研究
会総会（2015.3.15）東京

松田　大助，大沢　晃弘，大高　京子，松田　好雄

23. 認知症と関連する生活機能障害－高
齢者総合機能評価を用いた検討－

第 112回日本内科学会講
演会　イノベーションで
拓く内科学（2015.4.10）
京都

櫻井　博文

24. ロボット支援胸腔鏡下食道切除術の
定型化

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

逢坂　由昭，立花　慎吾，須田　　健，太田　喜洋，
高橋　恒輔，齊藤　　準，田村　和彦，河北　英明，
星野　澄人，土田　明彦

25. 膵外神経叢浸潤を伴う膵頭部癌に対
する ROを目指した膵頭十二指腸切除
術－SMA右斜後方半周郭清；ROPS－

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

永川　裕一，波岡那由太，畑中　啓邦，深澤　雷太，
廣瀬　大輔，羽生　春夫，岩本　俊彦，告原　博美，
土田　明彦

26. 臍ヘルニアに対して梶川法による臍
形成術を行った 10例の検討

第 1回日本小児へそ研究
会（2015.4.16）名古屋

林　　　豊，中島　秀明，四柳　聡子，長江　逸郎，
粕谷　和彦，勝又　健次，松村　　一*，土田　明彦

27. 局所進行右側結腸癌に対する大腸癌
取扱い規約にあった腹腔鏡下 Dリン
パ節郭清

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

榎本　正統，西村　絵美，笠原　健大，松土　尊映，
新後閑正敏，石崎　哲央，久田　将之，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

28. 当教室における残胃潜在癌と残胃新
生癌症例の検討

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.17）
名古屋

須田　　健，星野　澄人，立花　慎吾，高木　　融，
逢坂　由昭，伊藤　一成，片柳　　創，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

29. 胃癌患者における nabPTXの有効性の
検討における Sentinel lymph node（SN）
同定～どの SNを迅速病理検査に提出
すべきか～

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.17）
名古屋

星野　澄人，須田　　健，片柳　　創，立花　慎吾，
太田　喜洋，伊藤　一成，幕内　洋介，高木　　融，
逢坂　由昭，粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

30. 浸潤性膵管癌に対する術前化学放射
線療法としての強度変調放射線治療
（IMRT）+GS療法の有用性

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.17）
名古屋

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，勝又　健次，
土田　明彦

31. 膵頭十二指腸切除術における周術期
感染と膵液瘻の関連性

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.18）
名古屋

中島　哲史，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
瀧下　智恵， 許　　文聰，土方　陽介，粕谷　和彦，
土田　明彦

32. 浸潤性膵管癌における早期発症例の
検討

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.18）
名古屋

瀧下　智恵，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
中島　哲史，土方　陽介，許　　文聰，粕谷　和彦，
土田　明彦
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33. Trans anal specimen extraction による 
Incision less 腹腔鏡下前方切除術の 22
例

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.18）
名古屋

久田　将之，勝又　健次，石崎　哲央，榎本　正統，
松土　尊映，粕谷　和彦，土田　明彦

34. 結腸原発悪性リンパ腫の 2例の検討 第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.18）
名古屋

笠原　健大，松土　尊映，榎本　正統，石崎　哲央，
久田　将之，粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

35. 膵頭十二指腸切除術における周術期
感染と膵液瘻の関連性

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.18）
名古屋

松土　尊映，石崎　哲央，笠原　健大，桑原　　寛，
榎本　正統，久田　将之，粕谷　和彦，土田　明彦

36. 膵外神経叢浸潤を伴う膵頭部癌に対
する ROを目指した膵頭十二指腸切除
術－SMA右斜後方半周郭清；ROPS－

第 69回手術手技研究会
（2015.5.15）群馬

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

37. 漢方を用いた頭痛の症例－脳腫瘍に
対する五苓散使用例を中心に－

東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.5.21）東京

遠藤　光史

38. 鼠径ヘルニア根治術における腹横筋
膜面ブロックの有用性

第 13回日本ヘルニア学
会（2015.5.22）愛知

田村　和彦，逢坂　由昭，齊藤　　準，河北　英明，
長江　逸郎，土田　明彦

39. 小児臍ヘルニアに対して梶川法によ
る臍形成術を行った 15例の検討

第 13回日本ヘルニア学
会（2015.5.23）愛知

林　　　豊，中島　秀明，四柳　聡子，長江　逸郎，
粕谷　和彦，勝又　健次，松村　　一*，土田　明彦

40. 小児固形悪性腫瘍に対する光線力学
的治療の有用性についての検証

第 52回日本小児外科学
会（2015.5.28）神戸

林　　　豊，征矢　良子，四柳　聡子，田村　幹子，
長江　逸郎，粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

41. 鼠径部ヘルニア診療のガイドライン
小児部門の概要

第 52回日本小児外科学
会（2015.5.30 ）神戸

長江　逸郎，遠藤　昌夫*，崇原　裕夫*，土岐　　彰*，
松藤　　凡*，諸富　嘉樹*

42. 胃粘膜下腫瘍に対する LECS<診断か
ら治癒まで >

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.30）
名古屋

尾形　高士，幕内　洋介，瀬上　顕貴，川邉　泰一*，
林　　茂也*，佐藤　　勉*，長　　晴彦*，吉川　貴己*

43. 膵頭十二指腸切除術における周術期
感染と膵液瘻の関連性

第 93回免疫アレルギー
研究会（2015.6.2）東京

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
和田　貴宏，粕谷　和彦，土田　明彦

44. 小児腹部固形腫瘍に対するレザフィ
リンを用いた光線力学的の有用性に
ついての検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

田村　幹子，木村　美貴，畝崎　　榮，林　　　豊，
征矢　良子，粕谷　和彦，土田　明彦

45. 外傷性腹膜ヘルニアの一例 第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

渡辺　　充，片柳　　創，渡辺　隆文，寿美　哲生，
島津　元秀，河地　茂行

46. 腹腔鏡下膵体尾部切除の安全な施行
を目指して

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

永川　裕一

47. 複合細径ファイバを用いた胆管がん
の光線力学的治療の基礎研究

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

粕谷　和彦，中島　哲史，瀧下　智恵，佐原　八束，
許　　文聰，細川　勇一，永川　裕一，勝又　健次，
土田　明彦

48. 非重症急性胆嚢炎に対する治療法別
短期成績の検討

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

下田　陽太，関川　浩司*，山崎　将人*，太田　　竜*，
中山　幹大*，井上　高博*

49. 膵頭十二指腸切除における膵液瘻発
症予防を目的とした周術期抗菌薬の
選択

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.13）東京

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，田子　友哉，粕谷　和彦，
土田　明彦

50. pNETに対する治療 第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.13）東京

瀧下　智恵，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
中島　哲史，土方　陽介，許　　文聰，粕谷　和彦，
土田　明彦

51. 食道 ESDにおける鎮静と全身麻酔の
選択

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13）東京

桑田　直子，後藤田卓志，草野　　央，八木　健二，
辻　雄一郎，鈴木　　翔，佐藤　丈征，河野　　真，
植松　淳一，山内　芳也，古賀　幹教，福澤　誠克，
立花　慎吾，土田　明彦，河合　　隆，森安　史典
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52. 腹腔鏡下手術が有用であった大腿神
経由来の Schwannoma

第 837 回 外 科 集 談 会
（2015.6.13）東京

三吉　健太，勝又　健次，松土　尊映，石崎　哲央，
榎本　正統，土田　明彦

53. 浸潤性膵管癌における現規約に準じ
た RO切除の意義

第 32回日本胆膵病態 ･
生理研究会（2015.6.14）
東京

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

54. 膵神経内分泌腫瘍に対する治療 第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.18）
東京

瀧下　智恵，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

55. 当科での尾側膵切除における膵性状
に合わせた膵断端処理法と術後成績

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.18）
東京

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
田子　友哉，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

56. 膵頭十二指腸切除術における術前胆
嚢炎と膵液瘻の関連性

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19）名古屋

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，粕谷　和彦，土田　明彦

57. 膵頭十二指腸切除における周術期抗
菌薬選択による膵液瘻発症予防効果

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.19）
東京

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

58. 浸潤性膵管癌に対する術前化学放射
線療法後 DP-CARの術後治療成績

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.20）名古屋

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，刑部　弘哲，許　　文聰，
粕谷　和彦，土田　明彦

59. 当科における膵神経内分泌腫瘍切除
症例の検討

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.20）名古屋

瀧下　智恵，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
中島　哲史，土方　陽介，許　　文聰，粕谷　和彦，
土田　明彦

60. カンジダによる皮膚感染症で水疱症
様になつた超低出生体重児に対し，
sutureless stomaを施行した一例

第 29回日本小児ストー
マ・排泄管理研究会
（2015.6.27）新潟

林　　　豊

61. 術前化学療法併用後 da Vinci によるロ
ボット支援手術により根治切除が可
能であった前立腺浸潤のある直腸癌
の 1例

第 25回骨盤外科機能温
存研究会（2015.6.27）鳥
取

松土　尊映，石崎　哲央，笠原　健大，榎本　正統，
久田　将之，勝又　健次，加藤孝一郎，土田　明彦

62. 高度の膀胱尿管逆流を有する二分脊
椎患者における，Defl uxを用いた内視
鏡下手術の成績について

第 24回日本小児泌尿器
科学会総会・学術集会
（2015.7.2）東京

林 　　豊，末吉　　亮*，四柳　聡子，長江　逸郎，
山高　篤行，土田　明彦

63. 保存的に軽快した特発性食道破裂の 1
例

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.3）神奈
川

渡辺　隆文，片柳　　創，太田　喜洋，須田　　健，
立花　慎吾，星野　澄人，逢坂　由昭，粕谷　和彦，
勝又　健次，高木　　融，土田　明彦

64. 根治的化学放射線療法により CRが得
られた食道癌副腎転移に対し DCF療
法が奏功した 1例

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.3）神奈
川

高橋　恒輔，立花　慎吾，太田　喜洋，須田　　健，
星野　澄人，逢坂　由昭，粕谷　和彦，勝又　健次，
高木　　融，土田　明彦

65. ロボット支援胸腔鏡下食道切除術の
手技の工夫

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.3）神奈
川

立花　慎吾，太田　喜洋，逢坂　由昭，星野　澄人，
須田　　健，渡辺　隆文，高橋　恒輔，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

66. 当科における進行食道癌に対する術
前化学療法

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.3）神奈
川

太田　喜洋，立花　慎吾，逢坂　由昭，星野　澄人，
須田　　健，渡辺　隆文，高橋　恒輔，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

67. 術前炎症，栄養状況が食道癌術後合併
症に与える影響

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.3）神奈
川

幕内　洋介，尾形　高士，瀬上　顕貴*，川澄　　泰*，
林　　茂也*，佐藤　　勉*，立花　慎吾，土田　明彦，
長　　晴彦*，吉川　貴己*

68. 5FU/CDDPによる術前化学療法にて
Grade3の効果を得た食道扁平上皮癌
の 2切除例

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.3）神奈
川

尾形　高士，瀬上　顕貴*，川澄　　泰*，林　　茂也*，
佐藤　　勉*，立花　慎吾，土田　明彦，長　　晴彦*，
吉川　貴己*
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69. 食道癌手術周術期合併症に対する内
視鏡観察の重要性

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.3）神奈
川

尾形　高士，瀬上　顕貴*，川澄　　泰*，林　　茂也*，
佐藤　　勉*，立花　慎吾，土田　明彦，長　　晴彦*，
吉川　貴己*

70. 食道癌に対する左側臥位ロボット支
援胸腔鏡下手術の経験

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.3）神奈
川

吉野　　敬*，本山　　悟*，佐藤　雄亮*，佐々木智彦*，
脇田　晃行*，南谷　佳宏*，齋藤礼次郎*，逢坂　由昭，
立花　慎吾，土田　明彦

71. A novel approach allowing safe resection 
in laparoscopic pancreaticoduodenectomy

第 4回サマーセミナー in 
OKINAWA（2015.7.3）
沖縄

Nagakawa Y,  Hosokawa Y,  Sahara Y,  Takishita C,  Naka-
jima T,  Hijikata Y,  Tsuchida A

72. 切除可能な大腸癌肝転移に対する術
前 FOLFOX療法の有効性および安全
性の検討

第 83 回大腸癌研究会
（2015.7.3）福岡

松土　尊映，石崎　哲央，笠原　健大，桒原　　寛，
榎本　正統，久田　将之，勝又　健次，土田　明彦

73. 下咽頭，中咽頭表在癌に対する End-
scopic laryngopharyngeal surgeryの検討

第 39回日本頭頸部癌学
会第 4回頭頸部癌学会
（2015.7.4）神戸

久保田　彰*，木谷　洋輔*，堀　由希子*，古川まどか*，
尾形　高士

74. 低圧バルーン併用超音波内視鏡を施
行した食道狭窄の 1例

第 40回日本小児内視鏡
研究会（2015.7.5）神奈
川

四柳　聡子，林　　　豊，長江　逸郎，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

75. 食道癌骨転移症例に対する放射線療
法の有効性の検討

第 37回日本癌局所療法
研究会（2015.7.10）千葉

片柳　　創，渡辺　隆文，幕内　洋介，新後閑正敏，
壽美　哲生，高垣　信一，大久保　充，立花　慎吾，
逢坂　由昭，土田　明彦，河地　茂行

76. 膵腫瘍術後膵液漏による総肝動脈か
らの大量出血に対し寒栓術を行った 1
例

第 9回関東 IVR地方会
（2015.7.12）東京

舟津　智一，佐口　　徹，齋藤　和博，赤田　荘市，
粕谷　和彦，土田　明彦

77. 当院における胃 GIST症例の検討 第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.15）静
岡

星野　澄人，須田　　健，立花　慎吾，太田　喜洋，
片柳　　創，伊藤　一成，逢坂　由昭，高木　　融，
勝又　健次，土田　明彦

78. 食道癌術後の周術期栄養管理におけ
る早期経腸栄養の安全性の検討

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.15）静
岡

尾形　高士，幕内　洋介，瀬上　顕紀*，林　　幹也*，
佐藤　　勉*，逢坂　由昭，土田　明彦，吉川　貴己*

79. 再発 GIST治療の個別化に向けた当院
の方針

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.15）静
岡

片柳　　創，渡辺　隆文，渡邊　　充，須田　　健，
星野　澄人，伊藤　一成，壽美　哲生，高木　　融，
土田　明彦，河地　茂行

80. 再発 GIST治療の個別化に向けた当院
の方針

第 70回日本消化器外科
学会（2015.7.15）静岡

片栁　　創，渡辺　隆文，渡辺　　充，須田　　健，
星野　澄人，伊藤　一成，高木　　融，島津　元秀，
土田　明彦，河地　茂行

81. 直腸癌に対する肛門操作を先行した
括約筋間直腸切除術

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.15）静
岡

勝又　健次，寿美　哲生，松土　尊映，榎本　正統，
石崎　哲央，久田　将之，粕谷　和彦，土田　明彦

82. 再発 GIST 治療の個別化に向けた当院
の方針

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.15）静
岡

片柳　　創，渡辺　隆文，須田　　健，星野　澄人，
伊藤　一成，寿美　哲生，高木　　融，土田　明彦，
河地　茂行

83. 良性大腸疾患に対しての完全鏡視下
結腸切除術 4例の経験

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.15）静
岡

久田　将之，西村　絵美，笠原　健大，松土　尊映，
榎本　正統，石崎　哲央，粕谷　和彦，勝又　健次，
土田　明彦

84. 当教室における残胃潜在癌と残胃新
生癌症例の検討

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.16）静
岡

須田　　健，立花　慎吾，太田　喜洋，高木　　融，
伊藤　一成，片柳　　創，粕谷　和彦，勝又　健次，
土田　明彦

85. 進行右側結腸癌に対する SMA 周囲リ
ンパ節郭清を伴う腹腔鏡下右半結腸
切除術～SMA/SMV 走行による相違～

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.16）静
岡

榎本　正統，西村　絵美，笠原　健大，新後閑正敏，
石崎　哲央，久田　将之，粕谷　和彦，勝又　健次，
土田　明彦
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出版社・掲載誌・発表メディア
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第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌384S

86. T3 または T4 の StageII/III 直腸癌に対
す る 術 前 化 学 療 法 と し て の 
mFOLFOX6 療法の有効性および安全
性の検討

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.16）静
岡

石崎　哲央，勝又　健次，船橋　公彦*，吉松　和彦*，
菅　　隼人*，石田　秀行*，長谷川博俊*，幸田　圭史*，
板橋　道朗*，亀岡　信悟*

87. ロボット支援胸腔鏡下食道切除術の
手技の工夫

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.17）静
岡

立花　慎吾，太田　喜洋，星野　澄人，須田　　健，
渡辺　隆文，粕谷　和彦，勝又　健次，逢坂　由昭，
土田　明彦

88. 消化管狭窄予防形状記憶ステント（吸
収性素材・リリアン編み）の開発

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.17）浜
松

粕谷　和彦，中島　哲史，瀧下　智恵，佐原　八束，
許　　文聰，細川　勇一，立花　慎吾，永川　裕一，
勝又　健次，土田　明彦

89. 当院における膵神経内分泌腫瘍の治
療

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.17）浜
松

瀧下　智恵，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
中島　哲史，土方　陽介，許　　文聰，粕谷　和彦，
土田　明彦

90. 腹腔鏡下脾動静脈温存尾側膵切除術
における脾静脈周囲の愛護的なアプ
ローチ法

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.17）浜
松

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，刑部　弘哲，許　　文聰，
粕谷　和彦，土田　明彦

91. 慢性膵炎に対する膵頭十二指腸切除
術施行例の臨床的検討

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.17）浜
松

田子　友哉，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
瀧下　智恵，中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，
土田　明彦

92. 膵・胆管合流異常症術後に発生した肝
内結石の 4症例

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.17）浜
松

中島　哲史，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
瀧下　智恵，許　　文聰，土方　陽介，田子　友哉，
粕谷　和彦，土田　明彦

93. 腹腔鏡手術を安全に行うための工夫 大 学 院 特 別 講 義
（2015.7.21）東京

勝又　健次

94. 膵頭部癌における膵外神経叢の浸潤
形式と解剖からみた適切な神経叢郭
清

第 42回日本膵切研究会
（2015.8.29）大阪

永川　裕一，易　　　勤*，細川　勇一，佐原　八束，
瀧下　智恵，中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，
土田　明彦

95. 当科での膵体尾切除における膵断端
処理法

第 42回日本膵切研究会
（2015.8.29）大阪

瀧下　智恵，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
中島　哲史，土方　陽介，許　　文聰，粕谷　和彦，
土田　明彦

96. 診断に苦慮した症例 第 31 回 東 京 大 腸 癌
フォーラム（2015.9.3）
東京

榎本　正統

97. 鏡視下に摘出した後腹膜褐色脂肪腫
の一例

第 838 回 外 科 集 談 会
（2015.9.12）東京

榎本　将也，榎本　正統，笠原　健大，松土　尊映，
石崎　哲央，粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

98. 認知機能障害を含む老年症候群と関
連する要因の診療科別の検討

第 34回日本認知症学会
学術集会（2015.10.3）青
森

波岡那由太，櫻井　博文，深澤　雷太，寺山　英之，
金高　秀和，佐藤　友彦，岩本　俊彦*，告原　博美，
土田　明彦，羽生　春夫

99. 早期膵がん・リスク疾患のための血漿
バイオマーカーの開発－Apolipoprtien 
All isoformsによる早期膵がん・リス
ク疾患の検出－

第 35 回日本分子腫瘍
マ ー カ ー 研 究 会
（2015.10.7）名古屋

本田　一文*，小林　道元*，奥坂　拓志*，中森　正二*，
島原　政司*，植野　高章*，土田　明彦，佐田　尚弘*，
井岡　達也*，安波　洋一*，小菅　智男*，鄭　　基晩*，
吉田　　優*，東　　　健*，山田　哲司*

100. 局所進行膵癌における術前化学放射
線療法としての強度変調放射線治療
（IMRT）の有用性

第 23回日本消化器関連
学会週間（2015.10.9）東
京

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，粕谷　和彦，土田　明彦

101. 当院における膵神経内分泌腫瘍症例
の治療

第 23回日本消化器関連
学会週間（2015.10.9）東
京

瀧下　智恵，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
中島　哲史，土方　陽介，許　　文聰，粕谷　和彦，
土田　明彦

102. 先天性胆道拡張症に対する肝外胆管
切除術後の長期合併症の検討

第 23回日本消化器関連
学 会 週 間（2015.10.10）
東京

中島　哲史，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
瀧下　智恵，田子　友哉，許　　文聰，粕谷　和彦，
土田　明彦
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2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 385S

103. 膵頭部癌における膵外神経叢浸潤の
進展形式と膵外神経叢の解剖からみ
た適切な郭清法

第 23回日本消化器関連
学 会 週 間（2015.10.10）
東京

永川　裕一，易　　　勤*，土田　明彦

104. DCF-R療法による CR後，局所再発
に対してサルベージ手術を施工した
リンパ節 T4食道癌の 1例

第 34回食道癌集学的治
療法検討会（2015.10.16）
東京

渡辺　隆文，立花　慎吾，太田　喜洋，逢坂　由昭，
星野　澄人，須田　　健，岩崎　謙一，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

105. 食道　食道がんに対する内視鏡手術 
食道癌周術期合併症に対する内視鏡
観察の重要性

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.29）
京都

尾形　高士，中島　哲史，瀬上　顕紀*，神尾　一樹*，
前澤　幸男*，池田　耕介*，佐藤　　勉*，逢坂　由昭*，
勝又　健次*，土田　明彦，長　　晴彦*，吉川　貴己*

106. 胃癌に対する SP療法の骨髄抑制回復
の先行指標としての単球，血小板は有
効か ?

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.30）京都

片栁　　創，幕内　洋介，渡辺　隆文，新後閑正敏，
須田　　健，星野　澄人，伊藤　一成，壽美　哲生，
土田　明彦，河地　茂行

107. 胃　胃がん手術療法の進歩 早期胃癌
pStage II（pT1N2-3）の標準治療は，「手
術単独」であるべきか ?

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.31）
京都

前澤　幸男*，佐藤　　勉*，青山　　徹*，神尾　一樹*，
瀬上　顕貴*，中島　哲史，池田　耕介*，林　　　勉*，
國崎　主税*，大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

108. Stage IV胃癌に対する Conversion sur-
gery

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.31）
京都

佐藤　　勉*，西村　　賢*，中山　昇典*，本橋　　修*，
瀬上　顕貴*，神尾　一樹*，前澤　幸男*，中島　哲史，
青山　　徹*，大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

109. 大腸肝転移成立の機序の検討－特に
遺伝子配列の変異に起因しないエピ
ジェネティックな変化として，遺伝子
プロモーター領域のメチル化に焦点
を当てる－

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

岩原由紀子，内田　会美，征矢　良子，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

110. 高転移ヒト大腸癌株 KM12SMを用い
た肝転移モデルの作成と抗癌剤モデ
ルの作成と抗癌坐位 TS-1および抗
VEGF抗体による転移抑制効果の検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

内田　絵美，岩原由紀子 ,　征矢　良子，粕谷　和彦，
勝又　健次 ,　土田　明彦

111. 大腸癌肝転移成立の機序の検討－特
に遺伝子配列の変異に起因しないエ
ピジェネティックな変化として，遺伝
子プロモーター領域のメチル化に焦
点を当てる－

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

岩原由紀子*，内田　絵美*，征矢　良子，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

112. 大腸癌肝転移成立の機序の検討－特
に遺伝子配列の変異に起因しないエ
ピジェネティックな変化として，遺伝
子プロモーター領域のメチル化に焦
点を当てる－

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

岩原由紀子*，内田　絵美*，征矢　良子，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

113. Modifi ed ERASに基づいた胃癌周術期
パスの安全性・妥当性の検討

第 16回日本クリニカル
パ ス 学 会 学 術 集 会
（2015.11.13）東京

佐藤　　勉*，瀬上　顕貴*，前澤　幸男*，神尾　一樹*，
中島　哲史，利野　　靖*，円谷　　彰*，尾形　高士，
長　　晴彦*，吉川　貴己*

114. 直腸癌定時手術に POSSUMを用いた
リスク評価

第 70回日本大腸肛門病
学会学集会（2015.11.13）
愛知

寿美　哲生，新後閑正敏，勝又　健次，土田　明彦

115. 直腸癌術前 CEA値と病期，予後との
関連について

第 70回日本大腸肛門病
学会学集会（2015.11.13）
愛知

新後閑正敏，寿美　哲生，勝又　健次，土田　明彦

116. Laparoscopic surgery for transverse colon 
cancer using 3D-CT navigation

第 70回日本大腸肛門病
学会学集会（2015.11.13）
愛知

石崎　哲央，勝又　健次，松土　尊映，榎本　正統，
土田　明彦
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第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌386S

117. 進行右側結腸癌に対する SMA周囲リ
ンパ節郭清をともなう D3リンパ節郭
清術

第 70回日本大腸肛門病
学会学集会（2015.11.14）
愛知

榎本　正統，笠原　健大，松土　尊映，石崎　哲央，
勝又　健次，土田　明彦

118. 当院における大腸癌肝切除後の肺転
移症例に対する手術治療成績

第 70回日本大腸肛門病
学会学集会（2015.11.14）
愛知

松土　尊映，石崎　哲央，笠原　健大，榎本　正統，
勝又　健次，土田　明彦

119. 膵頭部癌における門脈合併切除症例
の切除成績

第 102回新都心血液研究
会　第 37回東京脈管研
究会（2015.11.16）東京

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
下田　陽太，西村　絵美，粕谷　和彦，勝又　健次，
土田　明彦

120. 非閉塞性腸間膜虚血症（Non occlusive 
mesenteric ischemia：NOMI）4例の検
討

第 37回東京脈管研究会
（2015.11.16）東京

榎本　将也

121. IVRで止血し得た上行結腸の Angio-
dysplasia症例

第 37回東京脈管研究会
（2015.11.16）東京

和田　貴宏

122.『切除適応の判断に苦慮した膵体部癌
の一例』

第 5回 TTS肝胆膵アカ
デ ミ ッ ク セ ミ ナ ー
（2015.11.20）東京

佐原　八束

123. Grade分類による腹腔鏡下大腸切除術
の止血法

東京大腸手術手技研究会　
第 29 回 学 術 集 会
（2015.11.20）東京

松土　尊映

124. 胃全摘術後の感染性合併症危険因子
の解析（サルコペニアとの相関）

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

佐藤　　勉*，青山　　徹*，前澤　幸雄*，神尾　一樹*，
瀬上　顕貴*，中島　哲史，林　　　勉*，山田　貴允*，
大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，尾形　高士，
長　　晴彦*，吉川　貴己*

125. 胃癌術後 1ヵ月間の体組成の変化　筋
肉量と脂肪量の推移

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

青山　　徹*，藤川　寛人*，川邊　泰一*，瀬上　顕貴*，
佐藤　　勉*，林　　　勉*，山田　貴允*，森永聡一郎*，
尾形　高士，長　　晴彦*，山本　直人，大島　　貴*，
利野　　靖*，益田　宗孝*

126. 胃癌術後縫合不全に対する経腸栄養
の検討

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

瀬上　顕貴*，神尾　一樹*，前澤　幸男*，中島　哲史，
池田　耕介*，佐藤　　勉*，大島　　貴*，利野　　靖*，
益田　宗孝*，尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

127. 高齢者胃癌手術例の検討 第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

星野　澄人，須田　　健，立花　慎吾，太田　喜洋，
片柳　　創，伊藤　一成，逢坂　由昭，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

128. T4食道癌に対する根治的放射線化学
療法治療後の遺残リンパ節に対し Sal-
vage Lymphadenectomyを施行した 1
例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

神尾　一樹*，尾形　高士，前澤　幸男*，瀬上　顕貴*，
中島　哲史，池田　耕介*，佐藤　　勉*，大島　　貴*，
利野　　靖*，益田　宗孝*，長　　晴彦*，吉川　貴己*

129. LADGにおけるリンパ節転移率の検討 第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

渡辺　隆文，片柳　　創，幕内　洋介，新後閑正敏，
高野　公徳，千葉　斉一，須田　　健，立花　慎吾，
星野　澄人，逢坂　由昭，壽美　哲生，土田　明彦，
河地　茂行

130. 慢性胃炎・腹痛の漢方症例－六君子湯
を中心に－

東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.11.26）東
京

遠藤　光史

131. 腹腔鏡下回盲部切除を施行した盲腸
デスモイドの一例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

宮下　竜伊，榎本　正統，笠原　健大，下田　陽太，
松土　尊映，石崎　哲央，粕谷　和彦，勝又　健次，
土田　明彦

132. 腸管ベーチェット病による回盲部潰
瘍穿孔の 1例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

鶴井　一茂，笠原　健大，下田　陽太，松土　尊映，
榎本　正統，石崎　哲央，勝又　和彦，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦
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133. 当科での肛門操作を先行させた括約
筋間直腸切除術

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

松土　尊映，石崎　哲央，笠原　健大，榎本　正統，
粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

134. 大腿神経由来の神経鞘腫に腹腔鏡下
手術が有用であった一例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

三吉　健太，勝又　健次，松土　尊映，石崎　哲央，
榎本　正統，粕谷　和彦，土田　明彦

135. 剥離範囲を意識した腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア修復術（TAPP法）の手技

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

齊藤　　準，逢坂　由昭，田村　和彦，河北　英明，
太田　喜洋，加藤　文昭，村越　雄介，長江　逸郎，
土田　明彦

136. 腹腔鏡下手術の First stepとしての腹
腔鏡下虫垂切除術

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

榎本　正統，笠原　健大，下田　陽太，松土　尊映，
石崎　哲央，粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

137. Panitumumab+mFOLFOX6療法が著効
し切除可能となった直腸癌同時性肝
転移の 1例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

加藤　文昭，齋藤　　準，村越　雄介，勝又　健次，
土田　明彦

138. 抗凝固薬の服用なく鈍的外傷で止血
術を必要とした外傷性胸膜外血腫の 1
例

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.27）福岡

楢原　克典，安倍　知見*，勝又　健次，粕谷　和彦，
土田　明彦

139. 抗凝固薬の服薬なく鈍的外傷で止血
術を必要とした外傷性胸膜外血腫の 1
例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.27）福
岡

楢原　克典，安倍　知見*，勝又　健次，粕谷　和彦，
土田　明彦

140. 大腸穿孔を契機に診断された早期胃
癌大腸転移の 1例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

池田　耕介*，佐藤　　勉*，前澤　幸男*，神尾　一樹*，
瀬上　顕貴*，中島　哲史，尾形　高士，長　　晴彦*，
吉川　貴己*

141. 化学療法施行中の胃穿孔後に継続し
た化学療法が奏効し根治手術を施行
し得た HER2陽性 Stage IV胃癌の 1例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

前澤　幸男*，佐藤　　勉*，神尾　一樹*，瀬上　顕貴*，
中島　哲史，池田　耕介*，青山　　徹*，林　　　勉*，
大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，尾形　高士，
長　　晴彦*，吉川　貴己*

142. 当教室における胃癌の HER2発現の特
徴

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

須田　　健，星野　澄人，立花　慎吾，太田　喜洋，
逢坂　由昭，伊藤　一成，片柳　　創，粕谷　和彦，
勝又　健次，土田　明彦

143. 食道癌手術における食道胃管吻合術
の工夫

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.28）福岡

中島　哲史，尾形　高士*，神尾　一樹*，前澤　幸男*，
瀬上　顕貴*，池田　耕介*，佐藤　　勉*，勝又　健次，
土田　明彦，長　　晴彦*，吉川　貴己*

144. 外科的切除により治療し得た膵神経
内分泌腫瘍の 1例

第 57回日本小児血液・
が ん 学 会 雑 誌
（2015.11.28）山梨

武田　正寛*，鈴木　光幸*，石崎　陽一*，清水　俊明*，
末吉　　亮*，山高　篤行，古賀　寛之*

145. 虫垂の粘膜嚢胞性病変を呈した 13例
の検討

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

高橋　恒輔，青木　利明，刑部　弘哲，久田　将之，
三室　明弘，伊藤　一成

146. S状結腸癌に対する手術中に発見され
た横行結腸間膜裂孔ヘルニアの 1例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

下田　陽太，佐藤　　俊*，中山　幹大*，小根山正貴*，
成田　和広*，太田　　竜*，後藤　　学*，山崎　将人*，
関川　浩司*

147. 直腸癌術後直腸膣瘻に対して，エスト
ロゲン製剤が有効であった 1例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

笠原　健大，榎本　正統，松土　尊映，石崎　哲央，
粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

148. 絞扼性イレウスにおける補助診断法
としての SIRSによる評価の有用性

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

新後閑正敏，寿美　哲生，勝又　健次，渡辺　隆文，
幕内　洋介，片柳　　創，土田　明彦，河地　茂行*
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149. 腹腔鏡下胃切除術後 1ヵ月間の体組成
の変化　筋肉量と脂肪量の推移

第 28回日本内視鏡外科
学会（2015.12.10）大阪

青山　　徹*，瀬上 顕貴*，前澤　幸男*，神尾　一樹*，
佐藤　　勉*，藤川　寛人*，林　　　勉*，山田　貴允*，
尾形　高士，長　　晴彦*，大島　　貴*，湯川　寛夫*，
利野　　靖*，益田　宗孝*，吉川　貴己*

150. cStageI胃癌に対する腹腔鏡下幽門側
胃切除術の短期成績と患者要因の検
討

第 28回日本内視鏡外科
学会（2015.12.10）大阪

池田　耕介*，前澤　幸男*，神尾　一樹*，瀬上　顕貴*，
中島　哲史，佐藤　　勉*，尾形　高士，長　　晴彦*，
吉川　貴己*

151. 当科における腹腔鏡下胃切除術での
超音波凝固切開装置の使い方

第 28回日本内視鏡外科
学会（2015.12.10）大阪

瀬上　顕貴*，神尾　一樹*，前澤　幸男*，中島　哲史，
池田　耕介*，佐藤　　勉*，大島　　貴*，利野　　靖*，
益田　宗孝*，尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

152. 当科における非重症急性胆嚢炎に対
する腹腔鏡下堪能摘出術の現状

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.10）
大阪

下田　陽太，中山　幹大，小根山正貴，成田　和広，
太田　　竜，山崎　将人，関川　浩司

153. 腹腔鏡補助下胃全摘術の短期・中期成
績

第 28回日本内視鏡外科
学会（2015.12.11）大阪

佐藤　　勉*，瀬上 顕貴*，前澤　幸男*，神尾　一樹*，
中島　哲史*，池田　耕介*，青山　　徹*，藤川　寛人*，
林　　　勉*，大島　　貴*，利野　　靖*，益田　宗孝*，
尾形　高士，長　　晴彦*，吉川　貴己*

154. 腹腔鏡下胃全摘後の高位食道空腸吻
合を circular staplerで行うための視野
確保の工夫

第 28回日本内視鏡外科
学会（2015.12.11）大阪

長　　晴彦*，前澤　幸男*，神尾　一樹*，瀬上　顕貴*，
中島　哲史，池田　耕介*，佐藤　　勉*，尾形　高士，
吉川　貴己*

155. 術前シュミレーションに基づく SMA
周囲郭清をともなった振興右側結腸
癌に対する腹腔鏡下右半結腸切除術

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.12）
大阪

榎本　正統，笠原　健大，下田　陽太，松土　尊映，
石崎　哲央，粕谷　和彦，勝又　健次，土田　明彦

156. 腹腔鏡下尾側側膵切除術における術
野展開

第 7回膵臓内視鏡外科学
会（2015.12.13）京都

瀧下　智恵，永川　裕一，細川　勇一，佐原　八束，
土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

157. 術野展開を重視した腹腔鏡下膵頭
十二指腸切除術の定型化－前向き臨
床試験での検証－

第 7回膵臓内視鏡外科学
会（2015.12.13）京都

佐原　八束，永川　裕一，細川　勇一，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

158. 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術におけ
る正中小切開創からの膵空腸吻合

第 7回膵臓内視鏡外科学
会（2015.12.13）京都

細川　勇一，永川　裕一，佐原　八束，瀧下　智恵，
中島　哲史，土方　陽介，粕谷　和彦，土田　明彦

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 腹腔鏡手術　超短所見極めを　～難
易度高いほど医師の経験，技術で差～

毎 日 新 聞　 朝 刊
（2015.4.16）東京

土田　明彦

2.「ワールドビジネスサテライト」～す
い臓がんの最新治療～

テレビ東京（2015.5.8）
東京

森安　史典，土田　明彦，永川　裕一

整 形 外 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　運動器の重要性を理解し興味をもって取り組むことにより，学習効果を高める。臨床実習における学生教育の質

の向上を目指し，各診療班をローテートし指導医が各専門領域を効率的に指導する。大学院生に対しては基礎研
究データや臨床データの解析・評価の方法等を指導していく。

「現 状 説 明」　5年生の臨床実習ではできるだけ多くの実技の体験を目標としているが，全員に十分な実技指導ができていると
は言い難い。6年生の診療参加型実習ではできるだけ実際の診療，治療を経験させ指導の下に実技も実習できる
ことを目標としている。

「点検・評価」　国試出題基準に基づく講義以外に，OSCE，診療参加型の臨床実習等の充実が必要と考えているが，時間も短く，
診療業務と並行して行うため十分な指導はやや困難な状況である。

「改 善 方 策」　限られた時間をできるだけ有効に使えるよう systemicな授業を計画し，内容についてもできるだけトピックスを
取り入れ，常に興味あるものを目指す。臨床実習に対しても限られた時間の中で，より多くの診療，実技に参加
できるよう検討改善していく。
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「目標・改善方策の達成度」　当科では授業用に毎年独自のテキストを作成し，毎年ブラッシュアップしており，常に最新の情報
を提供できるようにしている。また，臨床実習では実習期間中に指導医が講義，OSCEを必ず行い，診療参加型
実習では実際の診療を診療班の一員として経験してもらうようにしている。限られた時間内には限界があるが，
目標の 70%程度は達成できたと思われる。

【研究】
「到 達 目 標」　臨床につながる基礎研究の推進と臨床データの詳細把握に努め，臨床へのフィードバックを目指す。
「現 状 説 明」　基礎研究部門に専門技術員を含め 3名の専属スタッフを配置し，脊椎・関節・骨軟骨代謝に関する分子生物学的

研究を行っている。各診療グループにては臨床・基礎研究テーマを設け基礎研究部門と協力しながら研究を進め
ている。

「点検・評価」　多忙な臨床業務と掛け持ちしながらの研究であり，医局員の数も限られているため，基礎研究にかけられる人的
余裕や時間は十分とは言えないが，臨床研究については昨年を上回る発表数を得ている。また 2016年 4月より
海外留学も再開している。

「改 善 方 策」　さらに必要な専門技術員の増員，基礎研究グループスタッフの充実，基礎研究部門へのローテーションを組んで
研究に専念できるような環境を作り，充実した研究体制を整えるよう努める。国内外の研究施設への留学や更な
る最新技術の導入にも努める。

「目標・改善方策の達成度」　臨床業務に並行し基礎研究に専念できる時間を可能な限り作り，研究を進めていくことを目標とし
てきた。昨年度に比べると，学会発表や論文などの業績は増加している。

【診療】
「到 達 目 標」　安全で質の高い医療を社会に還元する。
「現 状 説 明」　当科では現在，脊椎，関節，スポーツ・関節鏡，外傷・腫瘍の各専門診療班を設け，それぞれの専門スタッフに

よる診療を行っている。また学会，研究会や教育セミナーの開催，参加を通じ，常に最新の知識や技術を修得し，
高度な医療を提供できるよう努力している。

「点検・評価」　一昨年より，上肢機能再建・骨軟部腫瘍専門の教授の就任により，この分野での外来・入院・手術数はさらに増
加しているが，手術室や病棟の受け入れが未だ追いつかず，十分な対応ができているとは言い難い。

「改 善 方 策」　病床稼働率は常に目標を達成してきたが，手術件数の増加，救急受け入れ件数の増加に対応できるよう，手術室
使用の効率化を病院側と相談して行きたい。さらに，適正な医師数の配備と確保が必要である。

「目標・改善方策の達成度」　病棟や手術室使用の効率化を目指し，手術件数は増加傾向である。多忙ではあるが，安全で質の高
い医療を心掛けている。2015年度も例年通り，月 1回程度の研修会セミナーを開催し，最新の診療知識の習得
に努め，また近隣病院の先生方との交流も積極的に行なっている。今後ともさらに質の高い医療を目指していき
たいと考えている。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　益々進んでいく高齢化社会において，運動器を健康に保つことは不可欠であると考え，整形外科疾患に対する予

防・治療を通じ安心して暮らせるようサポートする。
「現 状 説 明」　市民公開講座，セミナーなどを開催し，整形外科疾患の予防・治療・日常生活での工夫などを分かりやすく伝え

るようしている。またホームページにて診療内容，セミナーの開始予定等医局活動の告知を充実させている。
「点検・評価」　現在，月 1回程度のセミナーの開催を行っている。ホームページの内容もほぼ毎週更新して，最新情報を提供し

ている。
「改 善 方 策」　地域医療連携をさらに進めるため，近隣の医療連携施設に積極的に挨拶に伺った。また紹介状の返事率は 100%

になるよう徹底チェックし，逆紹介率向上にも務めた。また例年通り，ほぼ月に 1回のペースで研修会セミナー
を開催して，広く世間に情報発信していく。

「目標・改善方策の達成度」　ホームページの内容は昨年に比べさらに充実することができた。また，医療者と患者・市民とのコ
ミュニケーションを円滑にし，相互の信頼関係を構築することを目的とした独自の情報誌を発行し，当科の紹介
パンフレットも更新した。患者さんに運動器疾患への理解を深めていただき，安心して医療を受けていただける
よう，今後とも相互理解の促進に向けた活動を進めていきたいと考えている。開催セミナーへの参加者は年々増
加傾向にあり，病診連携の向上にも寄与できたと考えている。

I.　著書
1. 本当は怖い肩こり 祥伝社，2015 遠藤　健司，三原　久範*
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II.　学術論文
A1. Eosinophilic granulomatosis with polyan-

giitis presenting as acute sciatic nerve 
neuropathy resembling lumbar disease

Journal of Orthopaedic 
Science 20（1）：224-228, 
2015（IF=1.154）

Murata K,  Endo K,  Nishimura H,  Tanaka H,  Shishido T,  
Yamamoto K

2. Eff ects of vitamin-E blending on plastic 
deformation mechanisms of highly cross-
linked ultra-high molecular weight poly-
ethylene（HXL-UHMWPE）in total hip 
arthroplasty

Act Biomater 15：227-

236, 2015（IF=6.008）
Takahashi Y,  Yamamoto K,  Pezzotti G

3. Multiple subungual glomus tumours asso-
ciated with neurofi bromatosis type 1

J Hand Surg Eur  40（2）：
212-213, 2015（IF=1.868）

Morohashi A*,  Shingyouchi Y*,  Hattori H

4. Mechanisms of plastic deformation in 
highly cross-linked UHMWPE for total 
hip components ?　The molecular phys-
ics viewpoint

J Mech Behav Biomed 
Mater 42：43-53, 2015
（IF=2.876）

Takahashi Y,  Shishido T,  Yamamoto K,  Masaoka T,  
Kubo K,  Tateiwa T,  Pezzotti G*

5. Glenohumeral arthrodesis for malignant 
tumor of the shoulder girdle

J Shoulder Elbow Surg  
2 4：1 7 4-1 7 8 ,  2 0 1 5
（IF=2.289）

Mimata Y*,  Nishida J,  Sato K,  Suzuki Y,  Doita M*

6. Environmental Stability and Residual 
Stresses in Zirconia Femoral Head for 
Total Hip Arthroplasty：In Vitro Aging 
versus Retrieval Studies

Biomed Res Int 2015；
2015：638502.（IF=2.134）

Arita M,  Takahashi Y,  Pezzotti G*,  Shishido T,  Masaoka 
T,  Sano K,  Yamamoto K

7. Gait Analysis in Cervical Spondylotic 
Myelopathy

Asian Spine J 9（3）：321-

326, 2005（IF=1.35）
Nishimura H,  Endo K,  Suzuki H,  Tanaka H,  Shishido T,  
Yamamoto K

8. Core Needle Percutaneous Transpedicular 
Vertebral Body Biopsy：A Study of 128 
Cases

J Spine Dis Tech 28：
E 3 9 2-3 9 9 ,  2 0 1 5
（IF=2.202）

Kamei Y*,  Nishida J,  Mimata Y*,  Shiraishi H*,  Ehara S*,  
Shimamura T*

9. Perioperative management of hemophilia 
patients receiving total hip and knee 
arthroplasty：a complication report of two 
cases

Therapeutics and Clinical 
Risk Management ：11：
1 3 8 3-1 3 8 9 ,  2 0 1 5 
（IF=1.903）

Tateiwa T,  Takahashi Y,  Ishida T,  Kubo K,  Masaoka T,  
Shishido T,  Sano K,  Yamamoto K

10. Radiographic Determination of Hip Rota-
tion Center and Femoral Off set in Japa-
nese Adults：A Preliminary Investigation 
toward the Preoperative Implications in 
Total Hip Arthroplasty

BioMed Research Interna-
tional 2015：610763, 2015
（IF=3.169）

Takamatsu T,  Shishido T,  Takahashi Y,  Masaoka T,  
Tateiwa T,  Kubo K,  Endo K,  Aoki M,  Yamamoto K

11. Hand Osteolysis in Patients with Adult 
T-Cell Leukemia-Lymphoma：Radio-
graphic Characteristics

Tohoku J Exp Med 236
（1）：63-69, 2015

Ehara S*,  Takahashi K*,  Nishida J,  Uetani M*,  Ohashi K*,  
Aoki T*

12. Recurrent Fracture After Anterior Tension 
Band Plating With Bilateral Tibial Stress 
Fracture in a Basketball Player：A Case 
Report

Orthop J Sports Med 3
（10）：2325967115610069, 

2015 （IF=0.26）

Hattori H,  Ito T*

13. 当科における腰椎術後感染早期再手
術例の検討

日本骨・関節感染症学会
雑誌 28：9-12, 2015

鈴木　秀和，遠藤　健司，田中　英俊，山本　謙吾

14. 拘束型 TKAにて再置換を行った Cox-
itis Kneeの治療経験

日本関節病学会誌 34
（1）：85-89, 2015

白須　秀男，佐野　圭二，松永　　怜，小林　浩人，
松岡　佑嗣，山本　謙吾，佐藤　由佳

15. 腰椎変性すべり症における単椎間
PLIFの術後アライメントと骨盤代償
能の変化

東日本整形災害外科学会
雑誌 27：144-147, 2015

村田　寿馬，鈴木　秀和，遠藤　健司，依藤麻紀子，
西村　浩輔，田中　英俊，山本　謙吾

16. 前十字靱帯再建術後の靱帯周囲滑膜
被覆に影響を与える因子について

日本関節病学会誌 34
（2）：165-170, 2015

香取　庸一，山藤　　崇，松永　　怜，山本　謙吾
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17. NIALVISON safi reシリーズの Clinical 
Application SLOT画像より得られた全
脊椎矢状面アライメント計測

MEDICAL NOW 78：
11-14, 2015

遠藤　健司，沼尻　光一*， 羽染　敏夫*， 鶴田　恭央*， 
石上　信雄*， 岩崎　由和*， 古村さやか*， 星川　　恵*， 
井手　稚晴*， 大島　令衣*， 内田　裕介*， 渡辺　　満*， 
日向　伸哉*

18. 股関節唇損傷に対するノットレスア
ンカーを用いた股関節鏡視下関節唇
修復術

Hip Joint 41：223-226, 
2015

山藤　　崇，松永　　怜，中島　大介，香取　庸一，
宍戸　孝明，山本　謙吾

19. 第 5中足疲労骨折に対する髄内釘固定
後のスクリュー彎曲に関する検討

日本足の外科学会誌 36
（1）：176-179, 2015

松永　　怜，山藤　　崇，原口　貴久，香取　庸一，
山本　謙吾

20. 整形外科領域における手術部位感染
予防　骨・関節術後感染予防のための
疫学

整形災害外科雑誌 58：
1307-1312, 2015

斉藤　政克*，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
梶山　史郎*，小谷　明弘*，正岡　利紀，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

21. 整形外科領域における手術部位感染
予防　鼻腔などの除菌，生物学的製剤
の使用と SSI

整形災害外科雑誌 58：
1313-1320, 2015

正岡　利紀，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
梶山　史郎*，小谷　明弘*，斉藤　政克*，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

22. 整形外科領域における手術部位感染
予防　周術期血統コントロール，手術
室における履物の変更と SSI

整形災害外科雑誌 58：
1321-1326, 2015

梶山　史郎*，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
小谷　明弘*，正岡　利紀，斉藤　政克*，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

23. 整形外科領域における手術部位感染
予防　手洗い，全身排気スーツ，バイ
オクリーンルームと SSI

整形災害外科雑誌 58：
1327-1331, 2015

石井　朝夫，山田　浩司*，阿部　哲士*，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，松下　和彦*，
勝呂　　徹*

24. 整形外科領域における手術部位感染
予防　術後 SSIを予防するためには創
閉鎖にどのような縫合糸を使用すべ
きか

整形災害外科雑誌 58：
1333-1337, 2015

小谷　明弘*，松下　和彦*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
阿部　哲士*，斉藤　政克*，正岡　利紀，勝呂　　徹*，
山田　浩司*

25. 整形外科領域における手術部位感染
予防　術後感染予防のための抗菌薬
の適正使用

整形災害外科雑誌 58：
1339-1344, 2015

阿部　哲士*，松下　和彦*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，山田　浩司*，
舘田　一博*

26. 整形外科領域における手術部位感染
予防　整形外科 SSIサーベイランス

整形災害外科雑誌 58：
1345-1354, 2015

山田　浩司*，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
梶山　史郎*，小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，
勝呂　　徹*

27. 関節リウマチ患者に対する髄内釘に
よる足関節固定術の成績

日本足の外科学会雑誌 
36（1）：104-108, 2015

三部　順也，山本　謙吾

28. 鎖関節脱臼に対する鏡視下烏口鎖骨
靱帯再建術の手術手技

肩 関 節 39（2）：420-423, 
2015

高瀬　勝己，山本　謙吾

29. 上腕骨近位端骨折に対する保存療法
の治療成績

肩 関 節 39（2）：440-444, 
2015

高瀬　勝己，山本　謙吾

30.【骨壊死　最新の診断と治療】　臨床
的研究　病因・診断・治療　下肢　大
腿骨頭　Perthes病　Perthes病に対す
る近赤外線照射の臨床的意義

別冊整形外科 48：116-

123, 2015
朝貝　芳美，渡辺　泰央，山本　謙吾

31. 関節リウマチ患者に対する人工膝関
節再置換術の検討

日本人工関節学会誌
45：679-680, 2015

三部　順也，水落　　順，山本　晶也，坂本兼太郎，
中村　 一喜*，山本　謙吾

C1. 傍骨性骨軟骨異形増生（Nora’s lesion）
の 1例

関東整形災害外科学会雑
誌 46（1）：1-5, 2015

有田　正典，原口　貴久，青木　真哉，山藤　　崇，
香取　庸一，山本　謙吾

2. 頚椎症性脊髄症に対して椎弓切除を
行った大理石病の 1例

関東整形災害外科雑誌
46（2）：53-58, 2015

東儀　季功，遠藤　健司，依藤麻紀子，鈴木　秀和，
香取　庸一，山本　謙吾

3. 結核性股関節炎に対し人工股関節全
置換術を施行した 1例

関東整形災害雑誌 46
（3）：114-117, 2015

西村　浩輔，宍戸　孝明，山本　謙吾

4. 神経病性股関節症に THAを施行した
1例

日本関節病学会誌 34
（4）：605-610, 2015

小島　　理，宍戸　孝明，正岡　利紀，小山　尊士，
森島　　満，山本　謙吾
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III.　学術刊行物
A1.【鎖骨・鎖骨遠位端骨折の手術治療】 
最近のトピックス　鎖骨遠位端骨折
に対する鏡視下烏口鎖骨靱帯再建術

整形外科 Surgical Tech-
nique 5（1）：66-71, 2015

高瀬　勝己

2. 脳性麻痺児に対する痙縮治療 MB Med Reha：69-75, 
2015

朝貝　芳美

3. 股関節鏡の現状と可能性 股関節鏡視
下手術　歴史的変遷

臨床整形外科 50（5）：
399-404, 2015

山藤　　崇

4. PJI治療の基本 関節外科 34（9）：49-52, 
2015

正岡　利紀，立岩　俊之，久保　宏介，宍戸　孝明，
山本　謙吾

5. SONIALVISON safi reシリーズの Clini-
cal Application SLOT画像より得られ
た全脊椎矢状面アライメント計測

MEDICAL NOW 78：
11-14, 2015

遠藤　健司，沼尻　光一*，羽染　敏夫*，鶴田　恭央*，
石上　信雄*，岩崎　由和*，古村さやか*，星川　　恵*，
井手　稚晴*，大島　令衣*， 内田　裕介*，渡辺　　満*，
日向　伸哉*

6.【人工関節周囲感染】 PJI治療の基本 関 節 外 科 34（9）：873-

876, 2015
正岡　利紀，立岩　俊之，久保　宏介，宍戸　孝明，
山本　謙吾

7. 脳性麻痺リハビリテーションと
ニューロリハビリテーション治療の
ハイブリッド化について

The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine 52
（10）：605-608, 2015

朝貝　芳美

8.【首下がり症候群の病態と治療】 首下
がり症候群の病態と分類

脊椎脊髄ジャーナル 28
（11）：936-941, 2015

遠藤　健司，村田　寿馬，鈴木　秀和，西村　浩輔，
田中　英俊，山本　謙吾

9.【よくわかる手外科の治療と看護】 橈
骨遠位端骨折

整形外科看護 20（12）：
1252-1254, 2015

依藤麻紀子，西田　　淳，山本　謙吾

10. 歩行分析を用いた頚椎症性脊髄症の
転倒リスク評価（第 4報）

厚生労働省科学研究費補
助金　難治性疾患等政策
研究事業（難治性疾患政
策研究事業）脊柱靭帯骨
化症に関する調査研究　
平成 26年度　総括・分
担研究報告書，99-102, 
2015

鈴木　秀和，遠藤　健司，西村　浩輔，宍戸　孝明，
山本　謙吾

11. 乳幼児の疾患疫学を踏まえたスク
リーニング及び健康診査の効果的実
施

厚生労働科学研究費補助
金（成育疾患克服等総合
研究事業）乳幼児の疾患
疫学を踏まえたスクリー
ニング及び健康診査の効
果的実施に関する研究　
平成 26年度総括・分担
研究報告書　総括研究報
告書：5, 15-16, 2015

朝貝　芳美

12. 標準的な乳幼児期の健康診査と保健
指導に関する手引き

標準的な乳幼児期の健康
診査と保健指導に関する
手引き 平成26年度総括・
分担研究報告書：40-44, 
2015

朝貝　芳美

13. 乳児股関節脱臼の普遍的スクリーニ
ング体系の再構築に関する研究

乳児股関節脱臼の普遍的
スクリーニング体系の再
構築に関する研究　平成
26年度総括・分担研究
報告書：97-98, 2015

朝貝　芳美

B1. 胸椎感染性脊椎炎に対する胸腔鏡に
よる定侵襲手術の経験（症例検討会）

東 医 大 誌 73（2）：164-

175, 2015
遠藤　健司，村田　寿馬
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2. 私論　　乳児股関節脱臼健診の再構
築を目指して

整 形 外 科 66（6）：516,  
2015

朝貝　芳美

3. プラザ　第 50回東京医科大学医科学
フォーラム

東 医 大 誌 73（3）：294-

295, 2015
山本　謙吾

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Radiographic features of lumbopelvic 

contour in sit－to－stand motion in the 
elderly

The 42nd International 
Society for the Study of the 
Lumbar Spine（2015.6.9）
San Francisco

Suzuki H,  Endo K,  Nishimura H,  Tanaka H,  Shishido T,  
Yamamoto K

2. Excursion resistance between tendon and 
pulley after tenolysis for adhesion after 
fl exor tendon suture in a canine model in 
vivo

International Orthopedic 
Symposium（2015.8.1）
Rochester, Minnesota

Nishida J,  Mimata J*,  Tateiwa T,  Yamamoto K

B1. PGE2 negatively regulates MMP-1 
expression by inducing DUSP-1 in human 
intervertebral disc cells

The 42nd International 
Society for the Study of the 
Lumbar Spine（2015.6.9）
San Francisco

Yorifuji M,  Sawaji Y,  Suzuki H,  Endo K,  Tanaka H,  
Kosaka T,  Yamamoto K

2. PGE2 negatively regulates NGF expres-
sion by inducing DUSP-1 in human inter-
vertebral disc cells

The 42nd International 
Society for the Study of the 
Lumbar Spine（2015.6.9）
San Francisco

Sawaji Y,  Suzuki H,  Endo K,  Tanaka H,  Kosaka T,  
Yamamoto K

3. Clinical evalution of hip arthroscopu 
using Japanese patient-reported outcome

7th ISHA Annual Scientifi c 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 9 . 2 3）
Cambridge, England

Tamura K,  Sando T,  Matsunaga R,  Katori Y,  Yamamoto 
K

4. Arthroscopic measured depth of labro-

acetabular separation as a factor infl uenc-
ing slinical results after acerabular labrum 
repair

7th ISHA Annual Scientifi c 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 9 . 2 3）
Cambridge, England

Sando T

5. Usefulness Of Percutaneous Core Needle 
Biopsy In The Diagnosis Of Bone Tumor

the International Society of 
Limb Salvage（ISOLS）
（2015.10 .8）Orlando, 

Florida

Mimata Y*,  Nishida J,  Tada H*,  Doita M*

6. Osteofi brous dysplasia progressed after 
epiphyseal plate closure

18 th general meeting of 
the International Society of 
Limb Salvage（ISOLS）
（2015.10 .8）Orlando, 

Florida

Nagai T,  Nishida J,  Koyama T,  Egawa S,  Matsubayashi 
J*,  Shishido T,  Yamamoto K

国内学会
A1. 四肢のしびれ 第 363回東京医科大学　

専門医によるプライマ
リ・ケアのためのワンポ
イント・レクチャー
（2015.1.7）東京

鈴木　秀和

2. ACL損傷の診断と治療 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.1.21）東京

香取　庸一

3. 腰椎疾患の画像診断 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.1.27）東京

遠藤　健司
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4. 長野県における重心児在宅ケアと課
題

重心児在宅療育総合支援
システム　群馬－信州広
域連携在宅支援セミナー
（2015.2.11）松本

朝貝　芳美

5. 脳性麻痺失調と自傷行為に対する東
武時期刺激の応用

信濃医療センター職員研
究発表会（2015.2.15）信
濃

朝貝　芳美

6. 脊椎変形に対する最近の知見 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.2.18）東京

鈴木　秀和

7. 脳性麻痺児訓練治療のあり方 第 7回北海道小児整形外
科セミナー（2015.2.21）
札幌

朝貝　芳美

8. 上肢末梢神経絞拒性障害の診断と治
療

東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.2.24）東京

西田　　淳

9. スポーツ傷害・障害の画像診断－トッ
プアスリートの治療から得た知見　
整形外科（下肢）

第 34回日本画像医学会
（2015.2.27）東京

香取　庸一

10. 骨軟部腫瘍の診断と治療 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.3.4）東京

西田　　淳

11. 手術室における SSI予防 七病院整形外科カンファ
レンス研修会（20015.3.5）
多摩

正岡　利紀

12. 舞台医学の今後の展望について 第 2回舞台医学研究会
（2015.3.7）奈良

山本　謙吾

13. 脊椎矢状面アライメントからみた腰痛，
肩こり対策－薬物治療を含む治療－

福井県臨床整形外科医学
教育研修会（2015.6.25）
福井

遠藤　健司

14. 重度外反母趾に対するMitchell変法の
治療成績

第 55回関東整形災害外
科学会（2015.3.27）さい
たま

小山　尊士，香取　庸一，宍戸　孝明，山本　謙吾

15. 先天性股関節脱臼の予防と健診の再
構築

第 9回愛知県産婦人科医
会　三河地区学術研修会
（2015.3.28）愛知

朝貝　芳美

16. 手根骨配列異常をきたした Kienböck
病に対する月状骨摘出後の手根骨間
部分固定術の中・長期術後成績

第 58回日本手外科学会
学術集会（2015.4.17）東
京

高瀬　勝己，山本　謙吾

17. 腰痛の診断と考え方 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.4.22）東京

鈴木　秀和

18. 関節リウマチ患者における腰椎すべ
り症の術後成績

第 59回日本リウマチ学
会（2015.4.25）名古屋

三部　順也，水落　　順，山本　晶也，山本　謙吾

19. 人工関節周囲感染－診断・治療の現状
と課題－

第 3回三重県整形外科感
染症セミナー（2015.4.30）
三重

山本　謙吾

20. 発育性股関節形成不全予防・検診の現
状と対策

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21）
神戸

朝貝　芳美
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21. ガイドラインからみた抗菌薬の使い
方

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.22）
神戸

松下　和彦*，阿部　哲士，石井　朝夫，梶山　史郎，
小谷　明弘，斎藤　政克，正岡　利紀，山田　浩司，
勝呂　　徹

22. 日本整形外科学会変形性股関節症病
期分類の問題点と展望

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

加畑　多文*，柁原　俊久*，苅田　達郎*，宍戸　孝明，
中村　琢哉*，堀内　忠一*

23. 骨組織に対する電気・物理刺激 第 27回日本レーザー治
療学会（2015.6.13）東京

正岡　利紀

24. 術後感染の予防 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.6.24）東京

正岡　利紀

25. 乳児股関節検診再構築の現状 第 54回日本小児股関節
研究会（2015.6.27）東京

朝貝　芳美

26. 人工股関節置換術の歴史と進歩 下野 5疾病医療連携研究
会（2015.6.27）宇都宮

山本　謙吾

27. 手術室における SSI予防対策 第 38回日本骨・関節感
染症学会（2015.7.3）香
川

正岡　利紀

28. 外反母趾の診断と治療 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.7.22）東京

小山　尊士

29. THA術後合併症とその抑制対策－材
料学的観点から－

第 26 回安比夏季セミ
ナー（2015.8.22）岩手

山本　謙吾

30. 肩骨軟部腫瘍の治療 第 24回多摩骨軟部腫瘍
研究会（2015.8.22）東京

西田　　淳

31. 発育性股関節形成不全－健診につい
て－

日本小児整形外科学会第
22回研修会（2015.8.29）
東京

朝貝　芳美

32. プロサッカーチームのメディカルサ
ポート－障害の治療と予防・コンディ
ショニングの実際－

第 41回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（2015.9.11）京都

香取　庸一，原口　貴久，松永　　怜，山藤　　崇，
山本　謙吾

33. 頚部脊髄症に対する手術治療：後方法
の立場から

第 64回東日本整形災害
外科学会（2015.9.11）福
島

田中　英俊，西村　浩輔，鈴木　秀和，小林　浩人，
遠藤　健司，村田　寿馬，山本　謙吾

34. 小児の歩行障害の診かた，考え方 第 9回知多半島整形外科
連携セミナー（2015.9.26）
名古屋

朝貝　芳美

35. 膝靭帯損傷の診断 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.9.30）東京

香取　庸一

36. 小児整形外科疾患に対する光治療と
乳児股関節検診の再建に向けて

第 19回新潟小児整形研
究会（2015.10.3）新潟

朝貝　芳美

37. 人工股関節セラミック摺動面の特性
と今後の展望

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.23）富山

宍戸　孝明，正岡　利紀，髙橋　康仁，森島　　満，
石田　常仁，久保　宏介，立岩　俊之，山本　謙吾

38. 乳児股関節脱臼健診再構築に向けて 平成 27年度兵庫県整形
外科医会学術講演会
（2015.10.24）兵庫

朝貝　芳美

39. 骨軟部腫瘍の診断と治療 第 8回東京医科大学多摩
の会（2015.10.27）八王
子

西田　　淳
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40. 頚椎疾患の診察法 東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.10.28）東京

田中　英俊

41. 乳児股関節脱臼の予防と早期発見 第 19回諏訪整形臨床懇
話会（2015.11.5）諏訪

朝貝　芳美

42. 人工膝関節全置換術後　血栓予防薬
により有害事象の検討

第 43回日本関節病学会
（2015.11.6）札幌

立岩　俊之，森島　　満，青木　真哉，西根　　潤，
有田　正典，正岡　利紀，宍戸　孝明，山本　謙吾

43. 片開き式椎弓形成術に対する椎弓プ
レートの有用性

第 24回日本脊椎インス
トゥルメンテーション学
会（2015.11.6）新潟

西村　浩輔，遠藤　健司，村田　寿馬，松岡　佑嗣，
鈴木　秀和，田中　英俊，山本　謙吾

44. 頸椎椎弓形成術の術後後弯発症と全
脊椎 alignment の関係

第 24回日本脊椎インス
トゥルメンテーション学
会（2015.11.6）新潟

松岡　佑嗣，鈴木　秀和，遠藤　健司，西村　浩輔，
村田　寿馬，山本　謙吾

45. 首下がり症の頭蓋頚椎移行部および
頚椎の kinematics

第 24回日本脊椎インス
トゥルメンテーション学
会（2015.11.6）新潟

村田　寿馬，遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，
松岡　佑嗣，山本　謙吾

46. 関節リウマチ及び変形性関節症に対
する人工股関節置換術：

第 21 回茨城リウマチ
（2015.11.14）つくば

山本　謙吾

47. 古くて新しい疾患：先天性股関節脱臼 小 児 保 健 セ ミ ナ ー
（2015.11.15）東京

朝貝　芳美

48. 人工関節置換術の術前プランニング
の留意点

東京医科大学大学院特別
講 義・ 領 域 別 講 義
（2015.11.18）東京

立岩　俊之

49. 首下がりを呈した頚椎症の病型分類
と治療

第 50回日本脊髄障害医
学会（2015.11.19）東京

遠藤　健司

50. 首下がりを呈した頚椎症の病型分類
と治療

第 50回日本脊髄障害医
学会（2015.11.19）東京

遠藤　健司

51. 乳児股関節脱臼の予防と産科医の役
割－諏訪地域から脱臼を減らすため
に－

平成 27年度諏訪地区産
科 婦 人 科 研 究 会
（2015.11.19）諏訪

朝貝　芳美

52. 長期耐用実現を目指した人工股関節
選択－材料学的検討－

第 12回山梨大学整形外
科セミナー（2015.11.21）
甲府

山本　謙吾

53. サッカーにおけるメディカルサポー
ト

第 24回北海道整形外科
スポーツ医学研修会
（2015.11.27）北海道

香取　庸一

B1. 頚椎前方除圧固定の手術手技 第 15回三大学整形外科
手 術 手 技 研 究 会
（2015.1.7）東京

鈴木　秀和

2. 医療型障害児入所施設の課題 第36回日本リハビリテー
ション医学会　中部・東
海地方会（2015.2.14）名
古屋

朝貝　芳美

3. 脳性麻痺児訓練治療のあり方 第 7回北海道小児整形外
科セミナー（2015.2.21）
札幌

朝貝　芳美

4. 比較的若年者（55歳以下）における
Ceramic on ceramic THAの術後中期成
績

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.27）福岡

佐野　圭二，山本　謙吾，白須　秀男，澤田　博文

5. クロスリンクポリエチレンを用いた
THA後の摺動部周囲組織反応の検討

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.27）福岡

石田　常仁，宍戸　孝明，正岡　利紀，香取　庸一，
山本　謙吾，香取　庸一，立岩　俊之，久保　宏介，
三部　順也，山本　謙吾
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6. Proximally　porous-coated　cementless　
long　stemを用いた THA再置換術の
検討

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.27）福岡

宍戸　孝明，森島　　満，石田　常仁，久保　宏介，

7. 関節リウマチ患者に対する人工膝関
節再置換術の検討

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.27）福岡

三部　順也，水落　　順，山本　晶也，坂本兼太郎*，
中村　一喜*，山本　謙吾

8. TKAコンポーネントの回旋設置位置
の評価

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.28）福岡

森島　　満，宍戸　孝明，久保　宏介，山本　謙吾

9. 術前 3D-CTを使用した TKA手術にお
ける適正な脛骨前後軸決定の検討

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.27）福岡

久保　宏介，宍戸　孝明，森島　　満，横山　　剛*，
加藤　大輔*，山本　謙吾

10. 特発性大腿骨骨頭壊死症例に対する
BHA手術の有用性の検討－THA手術
との長期臨床成績の比較検討－

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.27）福岡

久保　宏介，宍戸　孝明，森島　　満，横山　　剛*，
加藤　大輔*，山本　謙吾

11. 足底圧による変形性股関節症の歩行
解析

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.27）福岡

上野　竜一，正岡　利紀，宍戸　孝明，山本　謙吾

12. 胸椎に発生した solitary ibrous tumorの
一例

関東整形災害外科学会　
月例会　第 676回整形外
科集談会　東京地方会
（2015.2.28）東京

武　　王基，遠藤　健司，村田　寿馬，依藤麻紀子，
西村　浩輔，鈴木　秀和，田中　英俊，山本　謙吾

13. 人工膝関節全置換術における術中理
学的血栓予防

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.28）福岡

立岩　俊之，有田　正典，中島　大介，正岡　利紀，
宍戸　孝明，山本　謙吾，小野塚温子*

14. THA術後患者に対する歩行時骨盤不
安定性の客観的評価の試み－超小型
加速度計を用いた健常者との比較及
び再現性の検討－

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.28）福岡

直井　俊祐*，臼井　理絵*，池上　　諒*，高橋　亮吾*，
石山　正弘*，西村　浩輔*，上野　竜一*，山本　謙吾

15. 乳児股関節健診の再構築に向けて 第 9回甲信小児整形外科
研究会（2015.3.7）長野

朝貝　芳美

16. 創外固定器による同時矯正を行った
大腿骨頸部骨折・脛骨近位端骨折後変
形治療の 1例

第 28回日本創外固定・
骨延長学会学術集会
（2015.3.20）東京

髙橋　　翼，石井　朝夫，酒井　晋介，吉井　雄一，
山本　謙吾

17. 歩行分析による頚椎症性脊髄症の転
倒リスク

第 55回関東整形災害外
科学会（2015.3.27）さい
たま

永井　太朗，遠藤　健司，西村　浩輔，鈴木　秀和，
依藤麻紀子，村田　寿馬，田中　英俊，上野　竜一，
宍戸　孝明，山本　謙吾

18. 過去 10年間の当科における人工股関
節全置換術の原因疾患と推移

第 55回関東整形災害外
科学会（2015.3.28）さい
たま

西川　洋平，宍戸　孝明，山藤　　崇，立岩　俊之，
香取　庸一，正岡　利紀，山本　謙吾

19. 人工膝関節置換術後の深部静脈血栓
症予防に用いたエノキサパリンと
フィンダパリヌクスの有効性および
有害事象に関せる比較検討

第 55回関東整形災害外
科学会（2015.3.28）さい
たま

有田　正典，中島　大介，立岩　俊之，正岡　利紀，
宍戸　孝明，山本　謙吾

20. 後弯症患者の歩行時脊椎矢状面アラ
イメントの変化（歩幅との関連につい
て）

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.16）
福岡

遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，依藤麻紀子，
村田　寿馬，田中　英俊，山本　謙吾

21. 椎間板性腰痛に関わる神経成長因子
のプロスタグランジンによる発現制
御機構

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.16）
福岡

澤地　恭昇，村田　寿馬，鈴木　秀和，遠藤　健司，
依藤麻紀子，田中　英俊，小坂　泰一，山本　謙吾

22. 高齢者における首下がり症の病態と
治療戦略

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.16）
福岡

田中　英俊，鈴木　秀和，小林　浩人，遠藤　健司，
西村　浩輔，依藤麻紀子，山本　謙吾

23. 脊椎後弯矯正術後の頸椎アライメン
ト不良の発生要因

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.16）
福岡

遠藤　健司，村田　寿馬，鈴木　秀和，依藤麻紀子，
西村　浩輔，田中　英俊，山本　謙吾
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24. 頚椎 positive imbalance の体幹矢状面バ
ランス評価における global tilt angleの
有用性

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.17）
福岡

鈴木　秀和，遠藤　健司，村田　寿馬，依藤麻紀子，
西村　浩輔，田中　英俊，山本　謙吾

25. 歩行障害が軽微な高度頸髄圧迫を伴
う頸椎症性脊髄症の歩行分析

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.17）
福岡

遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，依藤麻紀子，
村田　寿馬，永井　太朗，田中　英俊，山本　謙吾

26. 頚椎 OPLL にび慢性特発性骨増殖症
（DISH）が及ぼす影響

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.17）
福岡

西村　浩輔，鈴木　秀和，遠藤　健司，村田　寿馬，
依藤麻紀子，田中　英俊，山本　謙吾

27. 腰部脊柱管狭窄症手術症例に対する
骨粗鬆症の治療実態

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.18）
福岡

小島　　理，遠藤　健司，田中　英俊，鈴木　秀和，
西村　浩輔，山本　謙吾

28. 神経圧迫を伴わない pedicle subtraction 
osteotomy 術後下肢筋力低下例の検討

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.18）
福岡

鈴木　秀和，遠藤　健司，村田　寿馬，依藤麻紀子，
西村　浩輔，田中　英俊，山本　謙吾

29. 特発性 Dropped Head Syndrome の形態
分類に基づく至適固定範囲の検討

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.18）
福岡

鈴木　秀和，村田　寿馬，遠藤　健司，依藤麻紀子，
西村　浩輔，田中　英俊，山本　謙吾

30. 首下がり型頸椎症における前後屈頸
椎矢状面アライメントの特徴

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.18）
福岡

遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，依藤麻紀子，
村田　寿馬，田中　英俊，山本　謙吾

31. 後弯変形を呈する頚椎症における台
形化椎体の臨床的意義

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.18）
福岡

田中　英俊，小林　浩人，鈴木　秀和，遠藤　健司，
西村　浩輔，村田　寿馬，山本　謙吾

32. 特発性大腿骨頭壊死症に対する BHA 
手術の中長期臨床成績および有用性
の検討　THA手術との比較検討

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21）
神戸

久保　宏介，宍戸　孝明，森島　　満，石田　常仁，
立岩　俊之，溝上　達朗，正岡　利紀，山本　謙吾

33. 遠位形状の異なるセメントレス stem 
における大腿骨周囲の骨変化および
骨密度の比較検討

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21）
神戸

佐野　圭二，山本　謙吾，白須　秀男，澤田　博文

34. 長期における 28 mm 骨頭径 THA 後摺
動部周囲組織反応の検討　メタルオ
ンメタルとポリエチレン使用群の比
較

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21）
神戸

石田　常仁，宍戸　孝明，正岡　利紀，香取　庸一，
三部　順也，立岩　俊之，久保　宏介，山本　謙吾

35. 3D-CT を用いた TKA コンポーネント
の回旋設置位置の評価

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21）
神戸

森島　　満，宍戸　孝明，久保　宏介，山本　謙吾

36. 大腿骨転子部骨折の術前骨折型と術
後整復位に関する検討

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21）
神戸

髙橋　　翼，石井　朝夫，小林　彩香*，髙松太一郎，
森島　　満，酒井　晋介，吉井　雄一，山本　謙吾

37. Cam type femoroacetabular impingement 
における可動域評価

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

東儀　季功，宍戸　孝明，山藤　　崇，立岩　俊之，
正岡　利紀，山本　謙吾

38. 人工膝関節全置換術における術中理
学的血栓予防の効果

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

立岩　俊之，有田　正典，中島　大介，正岡　利紀，
宍戸　孝明，山本　謙吾，小野塚温子*

39. 外反母趾に対するMitchell 変法の治療
成績

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

小山　尊士，香取　庸一，宍戸　孝明，山本　謙吾

40. 内側型変形性膝関節症における回旋
アライメントの変化

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

宍戸　孝明，森島　　満，久保　宏介，立岩　俊之，
正岡　利紀，山本　謙吾
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41. 解剖学的二重束前十字靱帯再建術に
おける endobuttonの転位と臨床成績

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

原口　貴久，関　　　健，松永　　怜，山藤　　崇，
香取　庸一，山本　謙吾

42. TKA 術後に使用したエノキサパリン
とフォンダパリヌクスの血栓予防効
果，および有害事象に関する比較検討

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

有田　正典，中島　大介，立岩　俊之，正岡　利紀，
宍戸　孝明，山本　謙吾

43. Infl uence of Acutrak screw bent after 
intramedullary fi xation for Jones fracture 
in athletes

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

Matsunaga R,  Sando T,  Kusano T,  Nishikawa Y,  Hara-
guchi T,  Katori Y,  Yamamoto K

44. 脊椎後弯矯正術後の頚椎アライメン
ト不良の発生要因

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.23）
神戸

村田　寿馬，鈴木　秀和，遠藤　健司，依藤麻紀子，
西村　浩輔，田中　英俊，山本　謙吾

45. Arthroscopic stabilization for Neer type 2 
fracture of the distal clavicle fracture

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

Takase K,  Yamamoto K

46. 関節リウマチに対する下肢人工関節
置換術後長期の ADL

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

立岩　俊之，山本　謙吾，三部　順也，石田　常仁

47. 首下がり型頚椎症における chin-on-

chest 位の X 線画像の特徴
第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，依藤麻紀子，
村田　寿馬，田中　英俊，山本　謙吾

48. 上位腰椎の vacuum phenomenon と終
板変性の併存は全脊椎矢状面バラン
ス不良を示唆する

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

西村　浩輔，遠藤　健司，鈴木　秀和，森　　浩亮，
村田　寿馬，依藤麻紀子，田中　英俊，山本　謙吾

49. 頚椎手術後における早期合併症の検
討

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

田中　英俊，鈴木　秀和，西村　浩輔，小林　浩人，
依藤麻紀子，村田　寿馬，遠藤　健司，山本　謙吾

50. 神経圧迫を伴わない pedicle subtraction 
osteotomy術後下肢筋力低下例の検討

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

鈴木　秀和，遠藤　健司，村田　寿馬，依藤麻紀子，
西村　浩輔，田中　英俊，山本　謙吾

51. 骨腫瘍の診断に対する経皮的針生検
の有用性

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

三又　義訓*，西田　　淳，多田　広志*，佐藤　　孝*，
土井田　稔*

52. Femoro-aceatbular impingement 診断の
ための股関節骨形態評価

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

宍戸　孝明，東儀　季功，山藤　　崇，久保　宏介，
立岩　俊之，正岡　利紀，山本　謙吾

53. 患者立脚型アウトカムを用いた股関
節鏡手術の評価 Cam type femoroace-
tabular impingementは股関節鏡手術の
良い適応である

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

山藤　　崇，中島　大介，東儀　季功，香取　庸一，
宍戸　孝明，山本　謙吾

54. 股関節骨形態異常が関節内局所麻酔
薬注入の鎮痛効果に及ぼす影響

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

中島　大介， 山藤　　崇，田村　　圭，香取　庸一，
宍戸　孝明，山本　謙吾

55. 上腕骨近位端骨折に対する保存治療 第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

高瀬　勝己，山本　謙吾

56. 特発性 dropped head syndrome の形態
分類に基づく至適固定範囲の検討

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.24）
神戸

村田　寿馬，鈴木　秀和，遠藤　健司，依藤麻紀子，
西村　浩輔，田中　英俊，山本　謙吾

57. 発光ダイオード（LED）照射による重
症脳性麻痺児脆弱性骨折予防の検討

第 52 回日本リハビリ
テーション医学会学術集
会（2015.5.30）新潟

朝貝　芳美
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58. 重症度別脳性麻痺児骨代謝の検討 第 52 回日本リハビリ
テーション医学会学術集
会（2015.5.30）新潟

朝貝　芳美

59. Cam Type FAI（Femoroacetabular imp-
ingment）診断のための CTにより大
腿骨頚部骨形態の評価

第 35回日本骨形態計測
学会（2015.6.4）倉敷

横山　　剛*，宍戸　孝明，森島　　満，久保　宏介，
香取　庸一，山本　謙吾，加藤　大輔*，大島　令衣*，
日向　伸哉*，赤田　壮一*，徳植　公一*

60. 人工股関節用メタルインプラントの
腐食と合併症に関する調査

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

堀江　真司，髙橋　康仁，宍戸　孝明，正岡　利紀，
立岩　俊之，山本　謙吾

61. 重心動揺計を用いた頚髄症における
転倒リスクの

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

永井　太朗，遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，
依藤麻紀子，村田　寿馬，山本　謙吾，上野　竜一

62. 乳幼児股関節脱臼の普遍的スクリー
ニング体系の再構築

乳幼児の疾患疫学を踏ま
えたスクリーニング及び
健康診査の効果的実施に
関する研究　平成 27年
度 第 1 回 班 研 究 会 議
（2015.6.14）

朝貝　芳美

63. 二重束前十字靭帯再建術における大
腿骨孔の拡大に関する検討

第 7回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会
（ 7 t h  J O S K A S ）
（2015.6.19）札幌

原口　貴久，田村　　圭，関　　　健，松永　　怜，
山藤　　崇，香取　庸一，山本　謙吾

64. 競技スポーツ選手の大腿骨寛骨臼イン
ピンジメントに対する股関節鏡下手術
－選手の満足度とスポーツ復帰－

第 7回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会
（ 7 t h  J O S K A S ）
（2015.6.19）札幌

山藤　　崇，中島　大介，松永　　怜，原口　貴久，
香取　庸一，山本　謙吾

65. 前十字靭帯再建術後感染症例の検討 第 7回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会
（ 7 t h  J O S K A S ）
（2015.6.19）札幌

松永　　怜，関　　　健，田村　　圭，原口　貴久，
山藤　　崇，香取　庸一，山本　謙吾

66. 肩鎖関節脱臼に対する鏡視下烏口鎖
骨靭帯再建術

第 7回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会
（ 7 t h  J O S K A S ）
（2015.6.20）札幌

高瀬　勝己，山本　謙吾

67. 鎖骨外側端骨折（Craig分類 2b）に対
する鏡視下円錐靱帯再建術

第 7回日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会
（ 7 t h  J O S K A S ）
（2015.6.20）札幌

高瀬　勝己，山本　謙吾

68. ヒト膝関節滑膜細胞における MMPs
および NGF発現に対する celecoxibの
効果

医薬工三大学連携シンポ
ジウム（2015.6.20）東京

依藤麻紀子，澤地　恭昇，小坂　泰一，遠藤　健司，
山本　謙吾

69. 橈骨遠位端骨折に対する VariAx Distal 
Radius Plate System の治療成績

第 41回日本骨折治療学
会（2015.6.26）奈良

番場　泰司，西田　　淳，山本　謙吾

70. 大腿骨転子部骨折における 3D-CT に
よる術後整復位の評価

第 41回日本骨折治療学
会（2015.6.27）奈良

髙橋　　翼，石井　朝夫，小林　彩香*，髙松太一郎，
森島　　満，酒井　晋介，吉井　雄一，山本　謙吾

71. 鏡視下手術にて治療し得た股関節唇
石灰化の 1例

関東整形災害外科学会　
月例会　第 677回整形外
科集談会　東京地方会
（2015.6.27）東京

鎌田　浩亮，山藤　　崇，東儀　季功，松永　　怜，
香取　庸一，山本　謙吾，永井　　毅*
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72. 両側に発症した急速破壊型股関節症
の一例

関東整形災害外科学会　
月例会　第 677回整形外
科集談会　東京地方会
（2015.6.27）東京

草野　俊樹，立岩　俊之，正岡　利紀，宍戸　孝明，
山本　謙吾

73. 関節鏡視下膝前十字靭帯再建術後感
染症例の検討

第 38回日本骨・関節感
染症学会（2015.7.3）香
川

松永　　怜，関　　　健，田村　　圭，原口　貴久，
山藤　　崇，香取　庸一，山本　謙吾

74. 下肢人工関節置換術後に清潔野で被
覆した創の汚染状況

第 38回日本骨・関節感
染症学会（2015.7.3）香
川

立岩　俊之，中島　大介，有田　正典，宍戸　孝明，
山本　謙吾

75. 抗酸菌による感染性脊椎炎に対し胸
腔鏡を使用した胸椎前方アプローチ
の経験

第 38回日本骨・関節感
染症学会（2015.7.4）香
川

西村　浩輔，鈴木　秀和，遠藤　健司，村田　寿馬，
田中　英俊，山本　謙吾

76. 人工股関節置換術後感染例の検討，足
底圧からみた術前後における歩容の
変化

第 27回日本運動器科学
会（2015.7.4）宮崎

上野　竜一，正岡　利紀，宍戸　孝明，山本　謙吾

77. 転倒予防のための重心動揺計を用い
た頚髄症評価の検討

第 27回日本運動器科学
会（2015.7.4）宮崎

永井　太朗，遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，
依藤麻紀子，村田　寿馬，田中　英俊，上野　竜一，
山本　謙吾

78. 後弯症患者の歩行時脊椎矢状面アラ
イメントの特徴

第 27回日本運動器科学
会（2015.7.4）宮崎

遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，宍戸　孝明，
山本　謙吾

79. 脊椎固定術後の脊柱矢状断アライメ
ント変化が発生要因と考えられた，両
側急速破壊型股関節症の症例

第 52回東医，東邦，昭
和 3大学整形外科合同談
話会（2015.7.17）東京

久保　宏介，佐野　圭二，小林　浩人，白須　秀男，
須田　　彗

80. 上腕二頭筋橈骨滑液包部に生じたガ
ングリオンが関与したと思われる正
中神経障害の症例

第 52回東医，東邦，昭
和 3大学整形外科合同談
話会（2015.7.17）東京

依藤麻紀子，西田　　淳，髙橋　　翼，小山　尊士，
山本　謙吾

81. 片開き式椎弓形成術に対する椎弓プ
レートの使用経験

Japan Association of Spine 
Surgeons with Ambition　
4 t h  a n n u a l  m e e t i n g
（2015.8.2）Fukuoka

西村　浩輔，鈴木　秀和，遠藤　健司，松岡　佑嗣，
田中　英俊，山本　謙吾

82. 特発性大腿骨骨頭壊死症に対する
BHA手術の有用性及び適応限界の検
討－同時期に施行された THA手術と
の長期臨床成績の比較検討－

厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患等製薬研究
事業　特発性大腿骨骨頭
壊死症調査研究班平成
27年度　第一回班会議
（2015.8.22）大阪

久保　宏介，宍戸　孝明，青木　真哉，森島　　満，
石田　常仁，立岩　俊之，溝上　達朗，正岡　利紀，
山本　謙吾

83. サッカー選手の関節唇骨化に対する
股関節鏡手術の 1例

第 41回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（2015.9.11）京都

田村　　圭，山藤　　崇，松永　　怜，香取　庸一，
山本　謙吾

84. 上腕二頭筋橈骨ガングリオンにより
正中神経麻痺を引き起こした一例

第 64回東日本整形災害
外科学会（2015.9.11）福
島

依藤麻紀子，西田　　淳，髙橋　　翼，小山　尊士，
山本　謙吾

85. 頚椎 OPLLにび慢性特発性骨増殖症
（DISH）が及ぼす影響

第 64回東日本整形災害
外科学会（2015.9.11）福
島

西村　浩輔，鈴木　秀和，遠藤　健司，堀江　真司，
村田　寿馬，松岡　佑嗣，田中　英俊，山本　謙吾

86. 破格筋が発症に関与したと考えられ
る，肘部管症候と重複した Guyon 管
症候群の 1例

第 26回日本末梢神経学
会学術集会（2015.9.18）
長野

依藤麻紀子，西田　　淳，田村　　圭，宮本　泰典，
小山　尊士，山本　謙吾
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87. 馬尾に発症した傍神経節腫の 1例 関東整形災害外科学会　
月例会　第 678回整形外
科集談会　東京地方会
（2015.9.26）東京

小西　隆允，鈴木　秀和，遠藤　健司，西村　浩輔，
松岡　佑嗣，堀江　真司，日下部拓哉，山本　謙吾，
佐藤　永一*，深見真二郎*，秋元　治朗*

88. BCG注入療法後の結核性脊椎炎 関東整形災害外科学会　
月例会　第 678回整形外
科集談会　東京地方会
（2015.9.26）東京

日下部拓哉，西村　浩輔，小西　隆允，堀江　真司，
依藤麻紀子，松岡　佑嗣，鈴木　秀和，田中　英俊，
遠藤　健司，山本　謙吾

89. 腱板非断裂例における肩峰下面部の
組織学的研究

第 42回日本肩関節学会
（2015.10.9）仙台

高瀬　勝己，山本　謙吾

90. 鎖骨外側端骨折に対する鏡視下円錐
靱帯再建術

第 42回日本肩関節学会
（2015.10.9）仙台

高瀬　勝己，山本　謙吾

91. Fibroblast-like synoviocytes（MH7A）
における miR-155導入効果の検討

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

小坂　泰一，上田しのぶ*，水谷　隆之*，澤地　恭昇，
依藤麻紀子，小山　尊士，正岡　利紀，宍戸　孝明，
黒田　雅彦，山本　謙吾

92. EAI（femoroacetabular inpingment）診
断のための CTによる大腿骨頚部骨形
態の評価

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

横山　　剛*，宍戸　孝明，加藤　大輔，大島　令衣，
日向　伸哉，森島　　満，久保　宏介，香取　庸一，
山藤　　崇，山本　謙吾，赤田　壮一，徳植　公一

93. 人工関節全置換術前後の下肢アライ
メント変化と膝関節に与える影響

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

水落　　順，宍戸　孝明，正岡　利紀，山本　謙吾

94. Muliplex法によりヒト膝関節滑膜細胞
の炎症性サイトカイン産生に対する
celecoxibの効果の網羅的解析

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

依藤麻紀子，澤地　恭昇，村田　寿馬，宮本　泰典，
小坂　泰一，宍戸　孝明，西田　　淳，山本　謙吾

95. 変形性股関節症における歩容異常に
対する客観的歩行分析の試み－超小
型 3軸加速度計による歩行解析－

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

直井　俊祐*，宍戸　孝明，中里　俊亮，臼井　里絵，
石山　昌弘，久保　宏介，上野　竜一，山本　謙吾

96. TKAにおける大腿骨・脛骨コンポー
ネント回旋設置位置と膝蓋骨安定性
の関係

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

森島　　満，宍戸　孝明，久保　宏介，山本　謙吾

97. 術前 3D-CTを使用した TKA手術にお
ける適正な脛骨コンポーネント回旋
位決定時における，脛骨前後軸捻じれ
角の検討

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

久保　宏介，宍戸　孝明，横山　　剛，加藤　大輔，
森島　　満，立岩　俊之，佐野　圭二，山本　謙吾

98. ヒト椎間板細胞における 7PGE1およ
び PGE2による NGF発現抑制に対す
る DUSP1の関与

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

澤地　恭昇，鈴木　秀和，遠藤　健司，依藤麻紀子，
小坂　泰一，山本　謙吾

99. ヒト椎間板細胞における PGE2による
MMP-1発現抑制に対する DUSP1の
関与

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

澤地　恭昇，鈴木　秀和，遠藤　健司，依藤麻紀子，
小坂　泰一，山本　謙吾

100. 脊椎後弯症患者の立位，座位での腰
椎・骨盤アライメントの変化

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

小島　　理，遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，
田中　英俊，山本　謙吾

101. 高齢者の立ち上がり動作における腰
椎・骨盤矢状面アライメントの変化

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

鈴木　秀和，遠藤　健司，西村　浩輔，田中　英俊，
山本　謙吾

102. 頚椎症患者の立位，座位，仰臥位での
頚椎矢状面アライメント変化

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，村田　寿馬，
田中　英俊，山本　謙吾

103. 足底圧からみた人工股関節置換術，術
前後における歩容の変化

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

上野　竜一，正岡　利紀，宍戸　孝明，山本　謙吾
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104. 3軸加速度センサーを用いた正常歩行
のパターン解析

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

久保　宏介，宍戸　孝明，直井　俊祐，中里　俊亮，
臼井　里絵，石山　昌弘，永井　太朗，西村　浩輔，
上野　竜一，佐野　圭二，山本　謙吾

105. 鎖骨外側端骨折の鏡視下手術におけ
る鳥口鎖骨靭帯の解剖学的知見の重
要性

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.23）富山

高瀬　勝己，山本　謙吾

106. ヒト椎間板細胞における各種プロス
タグランジンによる NGF発現調節の
違い

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.23）富山

村田　寿馬，澤地　恭昇，鈴木　秀和，遠藤　健司，
依藤麻紀子，小坂　泰一，山本　謙吾

107. 外反母趾に対するMitchell変法再発例
の検討

第 40回日本足の外科学
会・学術集会（2015.10.29）
千葉

小山　尊士，香取　庸一，宍戸　孝明，山本　謙吾

108. 第 5中足骨疲労骨折における髄内固定
スクリューの長さとスクリュー彎曲
の関係

第 40回日本足の外科学
会・学術集会（2015.10.30）
千葉

松永　　怜，山藤　　崇，原口　貴久，香取　庸一，
山本　謙吾

109. 寛骨臼関節唇損傷に対する股関節鏡
視下手術の臨床成績－関節唇修復術 
VS 選択的 Debridement

第 42回日本股関節学会
学 術 集 会（2015.10.30）
大阪

山藤　　崇，関　　　健，松永　　怜，香取　庸一，
山本　謙吾

110. 関節外内側型弾発股に対して鏡視下
腸腰筋切離術を施行した 2例

第 42回日本股関節学会
学 術 集 会（2015.10.30）
大阪

関　　　健，田村　　圭，松永　　怜，山藤　　崇，
香取　庸一，山本　謙吾

111. 股関節症の歩行分析に対する客観的
指標作成のための正常歩行パターン
の解析－小型無線 3軸加速度センサー
を用いて－

第 42回日本股関節学会
学 術 集 会（2015.10.31）
大阪

久保　宏介，宍戸　孝明，直井　俊祐*，中里　俊亮*，
臼井　里絵*，石山　昌弘*，西村　浩輔，上野　竜一，
佐野　圭二，山本　謙吾

112. 寛骨臼関節唇損傷に対する股関節鏡
視下手術前後の歩行解析

第 42回日本股関節学会
学 術 集 会（2015.10.31）
大阪

高橋　亮吾*，山藤　　崇，松永　　怜，香取　庸一，
上野　竜一，山本　謙吾

113. Pincer　Type FAI（Femoroacetabular 
impingement）診断のための骨形態の
評価

第 42回日本股関節学会
学 術 集 会（2015.10.31）
大阪

横山　　剛*，宍戸　孝明，加藤　大輔，日向　伸哉，
久保　宏介，香取　庸一，山藤　　崇，赤田　壮一，
徳植　公一，山本　謙吾

114. 関節リウマチの腰椎MRI所見 第 43回日本関節病学会
（2015.11.5）札幌

三部　順也，水落　　順，西川　洋平，坂本兼太郎*，
中村　一喜*，山本　謙吾

115. 二重束前十字靭帯再建術後の大腿骨
骨孔癒合に影響を与える因子の検討

第 43回日本関節病学会
（2015.11.5）札幌

田村　　圭，山藤　　崇，原口　貴久，松永　　怜，
香取　庸一，山本　謙吾

116. 反復性膝蓋骨脱臼に対する手術成績 第 43回日本関節病学会
（2015.11.5）札幌

東儀　季功，関　　　健，原口　貴久，松永　　怜，
山藤　　崇，香取　庸一，山本　謙吾

117. 骨・関節術後感染の危険因子と予防 第 43回日本関節病学会
（2015.11.6）札幌

立岩　俊之，阿部　哲士*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，松下　和彦*，山田　浩司*，
勝呂　　徹*，舘田　一博*，正岡　利紀

118. 第 4世代 ceramic-on ceramic　人工関
節置換術の中期臨床成績に関する文
献調査

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

関　　　健

119. 脊椎後弯症患者における歩行時の脊
椎矢状面アライメント変化

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

日下部拓哉，遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，
松岡　佑嗣，堀江　真司，小西　隆允，宍戸　孝明，
山本　謙吾

120. 腰椎固定術後の直立立位と歩行位の
脊椎矢状面アライメントの変化

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

小西　隆允，遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，
松岡　佑嗣，堀江　真司，日下部拓哉，宍戸　孝明，
山本　謙吾

121. 頚髄症患者の二次元歩行分析：数式処
理による歩行パターン解析の試み

第 42回日本臨床バイオ
メ カ ニ ク ス 学 会
（2015.11.13）東京

永井　太朗，髙橋　康仁，遠藤　健司，池上　　諒*，
上野　竜一，山本　謙吾
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122. 高齢者の立ち上がり動作における腰
椎・骨盤矢状面アライメントの変化

第 42回日本臨床バイオ
メ カ ニ ク ス 学 会
（2015.11.13）東京

鈴木　秀和，遠藤　健司，西村　浩輔，田中　英俊，
山本　謙吾

123. 頚髄症患者の二次元歩行分析：数式処
理による歩行パターン解析の試み

厚生労働省科学研究費補
助金 難治性疾患政策研
究事業【脊柱靭帯骨化症
に関する調査研究】日本
医療研究開発機構費 難
治性疾患実用化研究事業
【脊柱靭帯骨化症の治療
指針策定および手術質を
高めるた大規模多施設研
究】【後縦靭帯骨化症の
病態解明・治療法開発に
関する研究】 平成 27 年
度第 2回合同 班会議
（2015.11.28）東京

永井　太朗，髙橋　康仁，遠藤　健司，鈴木　秀和，
西村　浩輔，山本　謙吾，池上　　諒，上野　竜一

124. 向き癖と発育性股関節形成不全の検
討

第 26回日本小児整形外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.12.4）岐阜

朝貝　芳美

125. 共焦点顕微ラマン分光法を用いたジ
ルコニア強化アルミナ製股関節ヘッ
ドの生体環境安定性の調査

第 35回 整形外科バイオ
マ テ リ ア ル 研 究 会
（2015.12.12）東京

堀江　真司，髙橋　康仁，立岩　俊之，正岡　利紀，
宍戸　孝明，山本　謙吾

126. 外傷性股関節脱臼に対し，関節鏡視下
股関節唇修復術を施行した 1例

関東整形災害外科学会　
月例会　第 679回整形外
科集談会　東京地方会
（2015.12.19）東京

畠中　孝則，山藤　　崇，東儀　季功，松永　　怜，
香取　庸一，山本　謙吾

127. 全身性に高度な皮下石灰沈着性を
伴った全身性エリテマトーデスの 1例

関東整形災害外科学会　
月例会　第 679回整形外
科集談会　東京地方会
（2015.12.19）東京

西根　　潤，宮本　泰典，立岩　俊之，正岡　利紀，
宍戸　孝明，髙橋　康仁，山本　謙吾

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 乳児股関節健診の再構築と二次検診
への紹介推奨項目

ラジオ NIKKEI 小児科診
療 　 U P-t o-D A T E
（2015.1.14）東京

朝貝　芳美

2. 3年後の見直しに向けて 障害福祉サービスの在り
方等に関する論点整理の
ためのワーキンググルー
プ　ヒアリング（2015.2.2）
東京

朝貝　芳美

3. 乳児股関節脱臼健診チェック項目と
診断治療の指針

日整会広報室ニュース
100：9（2015.3.1）東京

朝貝　芳美

4. 日経実力病院調査　膝関節症 日本経済新聞　朝刊 ：
28（2015.3.4）東京

山本　謙吾

5. 医療新世紀「乳児股関節脱臼を見逃す
な」

共同通信社（2015.4.21）
東京

朝貝　芳美

6. 早期発見，赤ちゃんの病気，股関節脱
臼

シ ル ミ ル マ モ ル HP
（2015.4.22）東京

朝貝　芳美

7. 第 17 回 東 京 骨 粗 鬆 症 談 話 会
（2015.4.28）東京

代表世話人（2015.4.28）
東京

山本　謙吾
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8. らいふプラス　変形性関節症疑いあ
り

日本経済新聞　夕刊 ：7
（2015.5.1）東京

山本　謙吾

9. ミニ企画　乳児股関節脱臼 NHK　あさイチ（2015.6.9）
東京

朝貝　芳美

10. 週刊朝日MOOK　首腰ひざのいい病
院 2016

朝 日 新 聞 出 版：22
（2015.10.20）東京

山本　謙吾

11. 第 3回 Hip Joint コラム「乳児股関節
脱臼－歴史は繰り返す－」

公益財団法人　日本股関
節 研 究 振 興 財 団 HP
（2015.11.6）東京

朝貝　芳美

12. 乳児健康診査における股関節脱臼一
次健診の手引き－推奨項目の診かた
と二次検診への紹介－

平成 27年度日本医療研
究開発機構研究費成育疾
患克服等総合研究事業　
「乳幼児の疾患疫学を踏
まえたスクリーニング等
の効果的実施に関する研
究」厚労省 HP，健やか
親子 21第 2次HPトピッ
クス欄（2015.11.30）東
京

朝貝　芳美

13. 乳児股関節脱臼一次健診の手引き 日本小児整形外科学会
（2015.12.2）東京

朝貝　芳美

14. 整形外科医のための乳児股関節二次
検診の手引き

日本整形外科学会 HP会
員 専 用 ペ ー ジ 掲 載
（2015.12.24）東京

朝貝　芳美

眼 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　医師としての心構え，生涯教育の必要性を認識してもらいつつ，大学病院として学術的かつ実践に即した教育を

実施していく。
「現 状 説 明」　学生と研修医の教育は各分野の専門医が担当している。選択実習生を中心に臨床参加型実習を実践している。
「点検・評価」　各種講義や実習内容の点検・評価は定期的に行っている。教育効果のフィードバックを確認していく必要性があ

る。
「改 善 方 策」　各種 FD，教育ワークショップ等に積極的に参加し，習得した知識や技能を教育担当者全員で共有する。
「目標・改善方策の達成度」　e-ラーニングを少しずつ利用し，学生の評価を伺っているところである。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床に還元可能なトランスレーショナルリサーチに取り組み，国内のみならず世界へアピールし得る研究を行う。
「現 状 説 明」　大学院を希望する者が減り，基礎研究の担い手は少ないが，臨床研究は以前より盛んとなりつつある。
「点検・評価」　定期的なミーティングによる検証とともに，国内外で学会報告を行い，権威ある英文誌に投稿して国際的な評価

を得る。
「改 善 方 策」　専門外の客観的評価を取り入れたミーティングを随時開催し，互いの研究内容をチェックし合い，よりよい研究

成果を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　英文の論文作成のペースが若干落ちてきているので，奮起を促したい。
【診療】
「到 達 目 標」　医療人としての常識をわきまえながら，常に最新の知識と技術をもって高度かつ最先端の医療を提供する。
「現 状 説 明」　ハード面で必ずしも最新，最高の器機が備えられてはいない点が問題であるが，これは我々にはどうにもならな

い。
「点検・評価」　職種別に，また合同メンバーによる定期的なミーティングを開催し，評価を行っている。
「改 善 方 策」　上記のミーティング等で取り上げられた問題点をスタッフ全員に開示し，当事者意識を持って改善していくよう

努めている。
「目標・改善方策の達成度」　視能訓練士の増員を実現していただいたので，外来診療については質・量ともに向上しつつある。
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【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域における中核病院としての責務を果たすのみならず，専門性を生かし全国から紹介される難症例の診断と治

療に当たる。
「現 状 説 明」　上記については一定の貢献を果たしている。
「点検・評価」　社会的貢献の点検・評価については十分に機能しているとは言えない。
「改 善 方 策」　社会的貢献に対する評価は自らできることでもないので，病院としても何らかの策を講じていただければ幸いで

ある。
「目標・改善方策の達成度」　質の高い日々の診療（外来・手術）が社会貢献の一つとすれば，それなりに達成はされているかも

しれない。

I.　著書
1. 現代の眼科学 ぶどう膜疾患 金原出版，130-157, 2015 後藤　　浩

（監：所　　敬修*，編：吉田　晃敏*，谷原　秀信*）
2. 現代の眼科学 国家試験過去問題によ
るアプローチ

金原出版，158-159, 2015 後藤　　浩
（監：所　　敬修*，編：吉田　晃敏*，谷原　秀信*）

3. 現代の眼科学 創作問題によるアプ
ローチ

金原出版，160-161, 2015 後藤　　浩
（監：所　　敬修*，編：吉田　晃敏*，谷原　秀信*）

4. 医学大事典 改訂 20版　ウイスル性ぶ
どう膜炎

南山堂，179, 2015 後藤　　浩

5. 医学大事典 改訂 20版　HIV網膜症（ヒ
ト後天性免疫不全症候群関連網膜症）

南山堂，204, 2015 後藤　　浩

6. 医学大事典 改訂 20版　眼窩腫瘍 南山堂，425, 2015 後藤　　浩
7. 医学大事典 改訂 20版　眼窩蜂巣炎 南山堂，426, 2015 後藤　　浩
8. 医学大事典 改訂 20版　眼トキソカラ
症

南山堂，470, 2015 後藤　　浩

9. 医学大事典 改訂 20版　眼トキソプラ
ズマ症

南山堂，470-471, 2015 後藤　　浩

10. 医学大事典 改訂 20版　眼メラノーシ
ス

南山堂，483, 2015 後藤　　浩

11. 医学大事典 改訂 20版　虹彩異色性虹
彩毛様体炎

南山堂，769, 2015 後藤　　浩

12. 医学大事典 改訂 20版　虹彩嚢腫 南山堂，771, 2015 後藤　　浩
13. 医学大事典 改訂 20版　脈絡膜悪性黒
色腫

南山堂，2384, 2015 後藤　　浩

14. 医学大事典 改訂 20版　脈絡膜転移性
腫瘍

南山堂，2385, 2015 後藤　　浩

15. 医学大事典 改訂 20版　脈絡膜骨腫 南山堂，2385, 2015 後藤　　浩
16. 医学大事典 改訂 20版　網膜炎 南山堂，2439, 2015 後藤　　浩
17. 医学大事典 改訂 20版　網膜神経膠性
過誤腫

南山堂，2441, 2015 後藤　　浩

18. 医学大事典 改訂 20版　涙腺炎 南山堂，2580, 2015 後藤　　浩
19. 医学大事典 改訂 20版　涙腺腫瘍 南山堂，2580, 2015 後藤　　浩
20. 眼科研修ノート 改訂 2版　コラム　
一心不乱に勉強しよう！

診断と治療社，2015 後藤　　浩（監：永井　良三*，編：坪田　一男*，
木下　　茂*，山本　哲也*，後藤　　浩，他 2名）

21. 眼病変　検査・診断　臨床医必読　最
新 IgG4関連疾患

診断と治療社，47-49, 
2015

後藤　　浩（編：岡崎　和一*，その他 7名）

22. 眼科臨床エキスパート 知っておきた
い眼腫瘍診療　経強膜的腫瘍切除

医学書院，157-164, 2015 後藤　　浩（編：大島　浩一*，後藤　　浩）

23. 眼科臨床エキスパート 知っておきた
い眼腫瘍診療　毛様体腫瘍

医学書院，366-371, 2015 後藤　　浩（編：大島　浩一*，後藤　　浩）

24. 眼科臨床エキスパート 知っておきた
い眼腫瘍診療　眼内リンパ腫

医学書院，388-389, 2015 後藤　　浩（編：大島　浩一*，後藤　　浩）
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25. 病診連携新時代！眼科開業医のため
の診療・連携ポイント 30 眼瞼腫瘍　
これって良性 ?/悪性 ?　経過観察 ?/
要治療 ?

診断と治療社，2-9, 2015 後藤　　浩（編：松元　　俊*，吉川　啓司*）

26. 別冊日本臨床　新領域別症候群シ
リーズ 34 免疫症候群（第 2版）I　－
その他の免疫疾患を含めて－　交感
性眼炎

日 本 臨 牀 社，522-526, 
2015

後藤　　浩

27. 今日の治療指針　第 7版　眼瞼感染症 南江堂，1666-1668, 2015 後藤　　浩
（編：浦部　晶夫*，島田　和幸* 川合　眞一*）

28. 小児眼科学　小児ぶどう膜炎の特徴 三輪書店，327-331, 2015 後藤　　浩（編：東　　範行*）
29. ヴィジュアルでみる　ステロイド外
用薬の使い方ガイド　副作用の正確
な知識から役に立つ裏ワザまで　白
内障

学研メディカル秀潤社，
63-65, 2015

後藤　　浩（編：江藤　隆史*，大槻マミ太郎*）

30. 今日の小児治療指針　第 16版　25眼
疾患　斜視

医学書，859-860, 2015 毛塚　剛司
（編：水口　　雅*，市橋　　光*，崎山　　弘*）

31. 別冊日本臨床　新領域別症候群シ
リーズ 34 免疫症候群（第 2版）I　－
その他の免疫疾患を含めて－　自己
免疫性視神経炎

日 本 臨 牀 社，530-534, 
2015

毛塚　剛司

32. 眼科研修ノート 改訂 2版　第 2章　
研修で学ぶべき検査技術と知識　
B.眼科検査とその手順 16.その他の検
査　1）角膜知覚測定検査・角膜厚測
定・眼球突出計・暗順応検査・レーザー
フレアセルメーター・限界フリッカー
値．

診断と治療社，186-190, 
2015

熊倉　重人
（監：永井　良三*，編：坪田　一男*，木下　　茂*，
山本　哲也*，後藤　　浩，他 2名）

33. 眼科グラフィック　前眼部 OCTを用
いたコンタクトレンズの「パラレル・
メソッド」

メディカ出版，4：255-

264, 2015
森　　秀樹

34. 小児眼科学　14章ぶどう膜炎　2）疾
患

三輪書店，332-339, 2015 鈴木　　潤（編：東　　範行*）

35. 濾過手術の現状と将来 株式会社日本点眼薬研究
所，48：7-9, 2015

丸山　勝彦

36. 眼科診療クオリファイ　遮光眼鏡　3
眼科でできるロービジョンケア　
ロービジョンケアの実際

中山書店，81-86, 2015 野田　知子（編：大鹿　哲郎*，大橋　裕一*）

II.　学術論文
A1. Neurovascular crosstalk between inter-

neurons and capillaries is required for 
vision

J Clin Invest 125 ：2335-

2346, 2015（IF=12.575）
Usui Y,  Westenskow PD*,  Kurihara T*,  Aguilar E*,  Saki-
moto S*,  Paris LP*,  Wittgrove C*,  Feitelberg D*,  Fried-
lander MS*,  Moreno SK*,  Dorrell MI*,  Friedlander M*

2. Genome-wide analysis of ocular adnexal 
lymphoproliferative disorders using high-

resolution single nucleotide polymor-
phism array

Invest Ophthalmol Vis Sci 
5 6：4 1 5 6-4 1 6 5 ,  2 0 1 5
（IF=3.427）

Takahashi H,  Usui Y,  Ueda S,  Yamakawa N,  Sato-

Otsubo A*,  Sato Y*,  Ogawa S*,  Goto H

3. Resistance force for intraocular lens inser-
tion through lens cartridges and syringe-
type injectors

J Cataract Refract Surg 
4 1：1 7 4 5-1 7 5 1 ,  2 0 1 5
（IF=3.02）

Usui M,  Tanaka T
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4. Japanese Ophthalmological Society 
HOYA Intraocular lens Related Endo-
phthalmitis Investigation Commission：
Outbreak of late-onset toxic anterior seg-
ment syndrome after implantation of one-
piece intraocular lenses

Am J Ophthalmol 159：
934-939, 2015（IF=3.831）

Suzuki T*,  Ohashi Y*,  Oshika T*,  Goto H,  Hirakata A*,  
Fukushita K*,  Miyata K*

5. Three-dimensional vascular imaging of 
proliferative diabetic retinopathy by Dop-
pler optical coherence tomography

Am J Ophthalmol 159 ：
528-538, 2015（IF=3.831）

Miura M,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Muramatsu D,  Iwasaki T,  
Goto H

6. Noninvasive vascular imaging of polypoi-
dal choroidal vasculopathy by Doppler 
optical coherence tomography

Invest Ophthalmol Vis Sci 
5 6：3 1 7 9-3 1 8 6 ,  2 0 1 5
（IF=3.427）

Miura M,  Muramatsu D,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Iwasaki T,  
Goto H

7. AFM characterization of chemically 
treated corneal cells

Anal Bioanal Chem 407：
2 6 3 1-2 6 3 5 ,  2 0 1 5
（IF=3.125）

Shibata-Seki T*,  Tajima K,  Takahashi H,  Seki H*,  Masai 
J*,  Goto H,  Kobatake E*,  Akaike T*,  Itoh N

8. International consensus guidance state-
ment on the management and treatment of 
IgG4-related disease

Arthritis & Rheumatology 
6 7：1 6 8 8-1 6 9 9 ,  2 0 1 5
（IF=6.009）

Khosroshahi A*,  Wallace ZS*,  Crowe JL*,  Goto H,  et al

9. Perivascular epithelioid cell tumor arising 
from ciliary body treated by local resec-
tion

Ocul Oncol Pathol 1：
88-92, 2015

Goto H,  Usui Y,  Nagao T

10. Japanese Study Group for IgG4-Related 
Ophthalmic Disease：Diagnostic criteria 
for IgG4-related ophthalmic disease

Jpn J Ophthalmol 59：1-7, 
2015（IF=1.51）

Goto H,  Takahira M*,  Azumi A*

11. Dasatinib aff ects focal adhesion and myo-
sin regulation to inhibit matrix contraction 
by Müller cells

Exp Eye Res 139：90-96, 
2015（IF=2.998）

Tsukahara R,  Umazume K,  Yamakawa N,  McDonald K*,  
Kaplan HJ*,  Tamiya S*

12. Macular hole formation following intra-
vitreal injection of ranibizumab for branch 
retinal vein occlusion：a case report

BMC Research Notes  8：
358, 2015

Muramatsu D,  Mitsuhashi R,  Iwasaki T,  Goto H,  Miura 
M

13. Angiogenesis and eye disease Annu Rev Vis Sci 1：155-

184, 2015
Usui Y,  Westenskow PD*,  Murinello S*,  Dorrell MI*,  
Scheppke L*,  Bucher F*,  Sakimoto S*,  Paris LP*,  Aguilar 
E*,  Friedlander M*

14. Incidence of postoperative ptosis follow-
ing trabeculectomy with mitomycin C

J Glaucoma 24：417-420, 
2015（IF=2.102）

Naruo-Tsuchisaka A,  Maruyama K,  Arimoto G,  Goto H

15. Two diff erent concentrations of topical 
levofl oxacin for the treatment of multi-
drug-resistant Pseudomonas aeruginosa 
keratitis

J Ocul Pharmacol Ther 
3 1：6 3 6-6 4 1 ,  2 0 1 5
（IF=1.754）

Tajima K,  Miyake T,  Koike N,  Hattori T,  Takahashi H,  
Matsumoto T,  Fujita K,  Kuroda M,  Ito N,  Goto H

16. Novel primary epithelial cell toxicity 
assay using porcine corneal explants

Cornea  34  ：567-575, 
2015（IF=1.833）

Takahashi H,  Tajima K,  Hattori T,  Yamakawa N,  Ito N,  
Goto H

17. Development and validation of new diag-
nostic criteria for acute retinal necrosis

Jpn J Ophthalmol 59 ：
14-20, 2015（IF=1.51）

Takase H*,  Okada AA*,  Goto H,  Mizuki N*,  Namba K*,  
Ohguro N*,  Sonoda KH*,  Tomita M*,  Keino H*,  Kezuka T,  
Kubono R*,  Mizuuchi K*,  Shibuya E*,  Takahashi H*,  Yanai 
R*,  Mochizuki M*

18. Noninvasive vascular imaging of ruptured 
retinal arterial macroaneurysms by Dop-
pler optical coherence tomography

BMC Ophthalmology 15：
79, 2015（IF=1.238）

Miura M,  Muramatsu D,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Itami A,  
Iwasaki T,  Goto H

19. A major review：Current aspects of ocu-
lar Behçet’s disease in Japan

Ocul Immunol Inflamm 
23：1-23, 2015（IF=2.481）

Namba K*,  Goto H,  Kaburaki T*,  Kitaichi N*,  Mizuki N*,  
et al
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20. Novel types of small RNA exhibit 
sequence- and target-dependent angio-
genesis suppression without activation of 
toll-like receptor 3 in an age-related mac-
ular degeneration（AMD）mouse model

Mol Ther Nucleic Acids 
4：e258, 2015

Takanashi M,  Sudo K,  Ueda S,  Ohno S,  Yamada Y,  
Osakabe Y,  Goto H,  Matsunaga Y,  Ishikawa A,  Usui Y,  
Kuroda M

21. Noninvasive diagnostics supporting sys-
tem for choroidal melanoma：a pilot 
study

Jpn J Ophthalmol 59：
48-54, 2015（IF=1.51）

Kameyama O*,  Usui Y,  Kimura K,  Nakamura A*,  Sota T*,  
Goto H

22. A challenging form of non-autoimmune 
insulin-dependent diabetes in a Wolfram 
syndrome patient with a novel sequence 
variant

J Diabetes Metab 6：561, 
2015

Paris LP*,  Usui Y,  Serino J*,  Sa J*,  Friedlander M*

23. ラニビズマブからアフリベルセプト
へ変更した加齢黄斑変性の検討

臨床眼科 68：1477-1482, 
2014

川上　摂子

24. 網膜静脈分枝閉塞に伴う黄斑浮腫に
対するラニビズマブ硝子体注射の治
療成績

臨 床 眼 科 69：687-692, 
2015

村松　大弐，三橋　良輔，三浦　雅博，阿川　哲也，
伊丹　彩子，岩﨑　琢也，後藤　　浩

25. ペルーシド角膜辺縁変性に対するカ
スタムメイドのトーリックハードコ
ンタクトレンズ

日本コンタクトレンズ学
会誌 57：168-173, 2015

片平　晴己，森　　秀樹，権丈　英紀*，原留　享子，
後藤　　浩

26. 白内障手術後の眼内レンズ位置異常
に対して整復手術を要した 106眼の検
討

臨 床 眼 科 69：993-997, 
2015

片平　晴己，石川　友昭，熊倉　重人，後藤　　浩

27. 網膜中心静脈閉塞に伴う黄斑浮腫に
対するラニビズマブ硝子体注射の治
療成績

臨床眼科 69：1503-1507, 
2015

三橋　良輔，村松　大弐，三浦　雅博，岩崎　琢也，
後藤　浩

28. 白内障術後眼内炎の発症におけるア
ルミニウムの関与の検討

あたらしい眼科 32：705-

710, 2015
山川　直之，片平　晴己，上田俊一郎，水澤　　剛，
後藤　　浩

29. レックリングハウゼン病が疑われた
症例に対する眼科的検査の意義と連
携について

日本レックリングハウゼ
ン病学会雑誌 6：72-75, 
2015

川上　　洋，堺　　則康，西脇　　薫，内山　真樹，
前田　龍郎，坪井　良治，三橋善比古，後藤　　浩

30. 内視鏡下鼻内涙嚢鼻腔吻合術を施行
した多発顔面骨骨折による鼻涙管閉
塞例

耳鼻咽喉科臨床 108：
619-624, 2015

大塚　康司，柴田　元子，太田　陽子，河口　幸江，
矢富　正徳，清水　雅明，北村　剛一，鈴木　　衞

B1. 網脈絡膜炎 周産期医学 45：229-232, 
2015

後藤　　浩

2. 虹彩毛様体炎の臨床：序論 眼科 57：807, 2015 後藤　　浩
3. IgG4関連疾患とミクリッツ病 日本の眼科 86：598-599, 

2015
後藤　　浩

4. 眼瞼手術の実際　序論 眼科 57：1369, 2015 後藤　　浩
5. 眼疾患と炎症　後眼部　潰瘍性大腸
炎とクローン病に伴うぶどう膜炎

別冊 Bio Clinica　慢性炎
症 と 疾 患 4：105-109, 
2015

後藤　　浩

6. VEGFからみた糖尿病網膜症の病態と
抗 VEGF療法

東 医 大 誌 73：347-354, 
2015

若林　美宏

7. 眼科医の手引　Focal chroidal excava-
tionとは

日本の眼科 86：304-305, 
2015

若林　美宏

8. NMO最前線　序論 神経眼科 32：119, 2015 毛塚　剛司
9. 抗アクアポリン 4抗体陽性視神経炎 m3.com 配 信 記 事

2015.7.23
毛塚　剛司

10. 特集　サイトメガロウイルスと眼
5.サイトメガロウイルスと虹彩炎

眼科 57：29-33, 2015 鈴木　　潤
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11. 特集 虹彩毛様体炎の臨床
2. Fuchs虹彩異色性虹彩毛様体炎

眼科 57：815-818, 2015 鈴木　　潤

12. 細胞エネルギー代謝経路 AMPK制御
を応用したぶどう膜炎の治療

日本眼炎症学会誌 17：
14-19, 2015

鈴木　　潤

13. ぶどう膜炎と類縁疾患 5.急性網膜壊
死

眼科 57：1263-1268, 2015 鈴木　　潤

14. 乱視の診療 update
手術と惹起乱視
緑内障手術と惹起乱視

OCULISTA 29：41-46, 
2015

丸山　勝彦

15.（Q1）術後の眼圧経過は良好だったが
視野障害は進行した症例（Q2）術後
の眼圧経過は不良だったが視野障害
は進行しなかった症例

Frontiers in Glaucoma 
49：72-79, 2015

丸山　勝彦

16. 場面ごとにケアの要点がわかる !緑内
障患者さんの受診から手術後まで－
開放隅角緑内障編－術後のケアと合
併症

眼科ケア 17：40-47, 2015 丸山　勝彦

17. 緑内障セミナー
線維柱帯切除術後の眼瞼下垂

あたらしい眼科 32：247-

248, 2015
丸山　勝彦

18. 緑内障セミナー
吉と出るか ?凶と出るか ?エクスプレ
ス手術

あたらしい眼科 32：671-

672, 2015
丸山　勝彦

19. 臨床眼科　増刊号　緑内障なんでも
質問箱   51. プロスタグランジン関連
薬の眼局所副作用にはどのようなも
のがありますか ?

臨 床 眼 科 69：262-265, 
2015

丸山　勝彦

20. 網膜分野の未来予想図　ぶどう膜炎
分野の未来予想図

Retina Medicine 4：30-33, 
2015

臼井　嘉彦

21. 硝子体・網膜病変の診かた-私はこう
診る-

眼科 57：656-661, 2015 馬詰和比古，後藤　　浩

C1. 長期臥床後の硝子体手術を契機に発
症したMRSEによる眼内炎の 1例

あたらしい眼科 32：569-

572, 2015
馬詰和比古，八木　浩倫，有本　　剛，服部　貴明，
若林　美宏，後藤　　浩

2. 変動する片眼の眼瞼下垂を呈したサ
ルコイドーシスの一例

神経眼科 32：42-46, 2015 野田　知子，後藤　　浩

3. 双胎児に多彩な眼合併症を呈した未
熟児網膜症の 2例

眼科臨床紀要 8：685-

688, 2015
八木　浩倫，馬詰和比古，上田俊一郎，若林　美宏，
後藤　　浩

4. インフリキシマブ中断後，神経症状が
顕性化した Behcet病の 1例

あたらしい眼科 32：755-

758, 2015
三橋　良輔，毛塚　剛司，臼井　嘉彦，鈴木　　潤，
後藤　　浩

5. 水痘罹患後に再発性角膜ぶどう膜炎
を呈した小児の 1例

あたらしい眼科 32：725-

728, 2015
松島　亮介，鈴木　　潤，臼井　嘉彦，坂井　潤一，
後藤　　浩

D1. 第 30回真鶴セミナー印象記 神 経 眼 科 31：489-491, 
2014

毛塚　剛司

III.　学術刊行物
A1. 眼ベーチェット病に対する適正評価
に基づいたインフリキシマブ療法中
止への取り組み

ベーチェット病に関する
調査研究　平成 26年度 
総括・分担研究報告書（厚
生労働科学研究費補助金　
難治性疾患等政策研究事
業）：53-56, 2015

後藤　　浩
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2. IgG4関連疾患の診断基準並びに治療
指針の確立を目指した研究

IgG4関連眼疾患の診断
基準の確立　平成 26年
度 総括・分担研究報告
書（厚生労働科学研究費
補助金　難治性疾患等政
策 研 究 事 業 ）：95-96, 
2015

後藤　　浩

3. 結膜MALTリンパ腫における IgG4陽
性細胞に関する研究

IgG4関連眼疾患の病因
病態解明と新規治療法確
立に関する研究　平成
26年度 委託業務成果報
告書（厚生労働科学研究
委託費　難治性疾患実用
化 研 究 事 業 ）：21-22, 
2015

後藤　　浩

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Symposium（Invited）：Conjunctival 

tumors and uveal melanoma/sebaceous 
gland carcinoma as conjunctival tumor

Asia-Pacifi c Academy of 
Ophthalmology Congress
（APAO）2015（2015.4.2）

Guangzhou, China

Goto H

2. Hot topics in sarcoidosis：New insights 
into the pathogenesis of sarcoidosis

6th Asia Pacifi c Intraocular 
Infl ammation Study Group 
meeting/ the International 
Granulomatous Uveitis and 
Behçet’s disease Work-
shops/ Philippine Academy 
of Ophthalmology Annual 
Conference（2015.5.16）
Cebu, Philippines

Goto H

3. IgG4-related ophthalmic disease mimick-
ing intraocular tumor：report of one case

The International Society 
o f  Ocu la r  Onco logy
（ISOO）2015（2015.6.17）

Paris, France

Goto H,  Ueda S

4. President’s symposium：Ocular infl am-
mation：Recent advances in diagnosis 
and emerging treatments. －Current 
advances in diagnosis and treatment of 
ocular Behçet’s disease

13th Congress of Interna-
tional Ocular Infl ammation 
Society（2015.9.15）San 
Francisco, USA

Goto H

B1. Polarimetric imaging of retinal disease by 
polarization sensitive SLO

Photonic  West  BiOS
（2015.2.7-11）San Fran-

cisco, USA

Miura M,  Elsner AE*,  Iwasaki T,  Goto H

2. Analysis of PU.1 expression in experi-
mental autoimmune uveoretinitis

A s i a-A R V O  2 0 1 5
（2015.2.16-19）Yoko-
hama, Japan

Umazume A,  Kezuka T,  Matuda R,  Yamakawa N,  Ya-
shiro T*,  Nishiyama C*,  Goto H

3. Award Lecture：Susruta Lecture：Surgi-
cal treatment of complicated cataract in 
uveitis

The 30th Asia-Pacific 
Academy of Ophthalmol-
o g y  C o n g r e s s
（APAO2015）（2015.4.3）
uangzhou, China

Usui M
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4. Immune mediators in aqueous humor 
from patients with normal-tension glau-
coma

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Maruyama K,  Ueda S,  Usui Y,  Kezuka T,  Goto H

5. Molecular mechanism of dasatinib inhibi-
tion of matrix contraction

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Tsukahara R,  McDonald M*,  Goto H,  Kaplan HJ*,  Tamiya 
S*

6. Three dimensional vascular imaging of 
diabetic retinopathy by Doppler optical 
coherence tomography

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Muramatsu D,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Iwasaki T,  Goto H,  
Miura M

7. Neurovascular crosstalk between retinal 
interneurons and intraretinal capillaries is 
required for murine visual function

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Usui Y,  Westenskow P*,  Kurihara T*,  Aguilar E*,  Sakimoto 
S*,  Paris L*,  Wittgrove C*,  Feitelberg D*,  Moreno S*,  Fried-
lander M*

8. The eff ect of dietary supplementation with 
omega-3 and omega-6 longchain polyun-
saturated fatty acids on retinal detachment

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Okunuki Y,  Hasegawa E*,  Yanai R*,  Smith K*,  Castillejos 
A*,  Connor K*

9. The role of Decorin in experimental pro-
liferative vitreoretinopathy model

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Umazume K,  Takahashi H,  Yamakawa N,  Goto H

10. An immunohistochemical study for the 
tumorigenesis of feline ocular post-trau-
matic sarcoma

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Takahashi H,  Ueda S,  Matsubayashi J*,  Teixeira LB*,  
Dubielzig R*,  Goto H

11. Identifi cation and quantifi cation of the 
murine visual cortex activity by functional 
MRI

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Tsubota K,  Komaki Y*,  Takata N*,  Yoshida T*,  Tanaka FK*,  
Okano H*,  Goto H,  Kurihara T*
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12. Three dimensional vascular imaging of 
polypoidal choroidal vasculopathy by 
Doppler optical coherence tomography

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Miura M,  Muramatsu D,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Iwasaki T,  
Goto H

13. Photoreceptor-derived peptidylglycine 
alpha-amidating monoxygenase（PAM）
is required for vascular maintenance and 
visual function

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Westenskow PD*,  Usui Y,  Kurihara T*,  Aguilar E*,  Feitel-
berg D*,  Wittgrove CM*,  Barnett A*,  Murinello S*,  Bravo 
S*,  Friedlander M*

14. Elucidating the molecular basis for the 
severe hypoxia-induced proliferative reti-
nopathy associated with dystrophin defi -
ciency

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Bucher F*,  Friedlander M*,  Kurihara T*,  Westenskow PD*,  
Aguilar E*,  Krohne TU*,  Usui Y,  Scheppke E*,  Friedlander 
M*

15. Endothelial colony forming cells derived 
in xeno-free media facilitate retinal vas-
cular repair in oxygen induced retinopathy

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Sakimoto S*,  Marchetti V*,  Aguilar E*,  Usui Y,  Feitelberg 
D*,  Wittgrove CM*,  Trombley JK*,  Friedlander M*

16. Hypoxic stress alters the metabolic capac-
ity and output of RPE cells leading to 
photoreceptor degeneration

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Gantner M*,  Kurihara T*,  Usui Y,  Westenskow PD*,  Agui-
lar E*,  Barnett A*,  Prins M*,  Friedlander M*

17. Microglia appose the intermediate retinal 
vascular plexus and their ablation induces 
a decreased physiological and pathologi-
cal intermediate plexus

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Aguilar E*,  Usui Y,  Westenskow PD*,  Kurihara T*,  Schep-
pke E*,  Lindsay K*,  Sakimoto S*,  Wittgrove CM*,  Feitel-
berg D*,  Friedlander M*

18. Prominent arginine-proline metabolic 
pathway perturbations characterize human 
proliferative diabetic retinopathy and the 
oxygen-induced-retinopathy mouse 
model

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Paris LP*,  Johnson CH*,  Aguilar E*,  Feitelberg D*,  Usui Y,  
Tsubota K,  Ueda S*,  Wakabayashi Y,  Siuzdak G*,  Fried-
lander M*

19. Targeting miR30a prevents pathological 
retinal angiogenesis by enhancing CCL2-

dependent macrophage recruitment

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Murinello S*,  Westenskow PD*,  Wittgrove CM*,  Usui Y,  
Moreno SK*,  Aguilar E*,  Friedlander M*
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20. Vascular endothelial growth factor regu-
lates expression of protective complement 
factor H in specialized capillary beds

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Keir L*,  Firth R*,  Aponik L*,  Feitelberg D*,  Wittgrove CM*,  
Westenskow PD*,  Usui Y,  Richards A*,  Saleem M*,  Fried-
lander M*

21. Identifi cation of putative apoptomiRs that 
prevent endothelial cell proliferation

2015 Annual Meeting of 
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r 
Research in Vision and 
Ophthalmology（ARVO）
（2015 .5 .3-7）Denver, 

Colorado, USA

Wittgrove CM*,  Westenskow PD*,  Aguilar E*,  Acosta M*,  
Prins M*,  Usui Y,  Weis S*,  Keshavarzian P*,  Cheresh D*,  
Friedlander M*

22. Retinal hemorrhage as the indicator of 
intraocular VEGF level for retinal vein 
occlusion

The European Society of 
Ophthalmology（SOE）
2 0 1 5  C o n g r e s s
（2015 .6 .6-9）Vienna , 
Austria

Muramatsu D,  Noma H,  Ueda S,  Wakabayashi Y,  
Yamakawa N,  Miura M,  Shimura M,  Iwasaki T,  Goto H

23. A clinicopathological study of IgG4-

related ophthalmic disease
The International Society 
of Ocular Oncology（ISOO）
（2015.6 .16-17）Par is , 
France

Ueda S,  Goto H,  Kimura K,  Umazume K,  Shibata M

24. Long-term outcomes for persistent macu-
lar edema following retinal vein occlusion 
treated with Anti-VEGF drugs

15th Euretina Congress
（2015 .9 .17-20）Nice , 

France

Muramatsu D,  Miura M,  Iwasaki T,  Goto T

25. Microglia appose the intermediate retinal 
vascular plexus and their ablation induces 
a decreased physiological and pathologi-
cal intermediate plexus

13th Congress of Interna-
tional Ocular Infl ammation 
Society（2015.9.25-27）
San Franscisco, USA

Usui Y,  Friedlander M*,  Goto H

26. The diff erence of clinical features of uni-
lateral acute granulomatous iritis with or 
without detection of viral DNA

13th Congress of Interna-
tional Ocular Infl ammation 
Society（2015.9.25-27）
San Franscisco, USA

Tubota K,  Suzuki J,  Usui Y,  Kezuka T,  Sakai J,  Goto H

27. Establishment of infliximab treatment 
evaluation system for Behçet disease with 
uveoretinitis

AAO annual meeting 2015
（2 0 1 5 . 11 . 1 4-1 7）L a s 

Vegas, USA

Kezuka T,  Umazume A,  Goto H

28. Characterization of microcystic macular 
edema in patients with optic neuritis. 
（*Received the highest grades by the 

annual meeting program committee and 
selected as Best Posters）

AAO annual meeting 2015
（2 0 1 5 . 11 . 1 4-1 7）L a s 

Vegas, USA

Kezuka T,  Matsunaga Y,  Umazume A,  Goto H

29. HIF-1alpha and HIF-2alpha in the neuron 
are essential for the retinal vascular devel-
opment

Asia ARVO（2015.2.16-

19）Yokohama, Japan
Kurihara T*,  Usui Y,  Aguilar E*,  Westenskow PD*,  Fried-
lander M*

30. Surgical outcome of glaucoma fi ltering 
surgery in vitrectomized eyes：EX-

PRESSTM implantation versus trabeculec-
tomy

The 6th World Glaucoma 
Congress（2015.6.6-9）
香港

Maruyama K,  Arimoto G,  Goto H

国内学会
A1. 緑内障治療の適応 練馬区講演会（2015.1.8）

東京
丸山　勝彦
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2. IgG4 関連眼疾患分科会「IgG4 関連疾
患の診断基準並びに治療指針の確立
を目指した研究」

平成 26年度班会議 厚生
労働科学研究費補助金
（難治性疾患政策研究事
業）（2015.1.9）京都

後藤　　浩

3. 増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手
術

第 2回ふじのくに眼科
フォーラム （2015.1.17） 
静岡

若林　美宏

4. 眼内にみられる腫瘍性病変 東京第 8回東京眼科アカ
デミー（2015.2.7）東京

後藤　　浩

5. 眼炎症性神経疾患のあたらしい考え
方－視神経炎のあたらしい分類法－

第 15回眼炎症セミナー 
（2015.2.7） 福岡

毛塚　剛司

6. 点眼治療の勇み足…後手後手の手術
療法…緑内障治療の適応を誤らない
ために

第 70回徳島眼科研究会 
（2015.2.8） 徳島

丸山　勝彦

7. 糖尿病網膜症と加齢黄斑変性 港区医師会学術講演会 
（2015.2.20） 東京

若林　美宏

8. ドクター G（la）「私，妥協しないので。」 第 37回京滋緑内障カン
ファレンス （2015.2.21） 
京都

丸山　勝彦

9. 神経眼科の診かた－日常の迷う症例
から最先端診断まで－

新宿区眼科医会学術講演
会 （2015.2.28） 東京

毛塚　剛司

10. 糖尿病網膜症の画像の撮り方とその
コツ　いまさら聞けない糖尿病網膜
症の画像の見方，撮り方　コメディカ
ルプログラム 2

第 20回日本糖尿病眼学
会総会 （2015.3.7） ラシ
ティカンファレンスセン
ター東京 東京

水澤　　剛

11. ぶどう膜炎の診断と治療 新・眼科診療アップデー
ト セ ミ ナ ー　2015 in 
Kyoto（2015.3.8）京都

後藤　　浩

12. 特別講演：簡単ではないぶどう膜炎の
診療

アイファガン・ルミガン
発売記念講演会 in静岡
（2015.3.28）静岡

後藤　　浩

13. サブスペシャリティサンデー 7　視力
低下と複視　視神経炎と虚血性視神
経症の鑑別

第 119回日本眼科学会総
会 （2015. 4.16-19） 札幌

毛塚　剛司

14. サブスペシャリティサンデー 3　ぶど
う膜炎診療アップデート
非感染性ぶどう膜炎の新しい薬物療
法（免疫抑制療法，生物学的製剤など）

第 119回日本眼科学会総
会 （2015. 4.16-19） 札幌

鈴木　　潤

15. 診断と治療に苦労した忘れ難いぶど
う膜炎

第 15回北海道眼科ワー
クショップ（2015.6.27）
北海道

後藤　　浩

16. 点眼でねばる ?手術に踏み切る ?緑内
障治療の適応を考える

第 61回筑波 TOC・第 13
回茨城県眼科医会フォー
ラム （2015.7.4） 筑波　茨
城

丸山　勝彦

17. ぶどう膜炎 都内大学眼科レジデント
講習会 （2015.7.5）東京

毛塚　剛司
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18. シンポジウム The Great Debate 4 1）
VKHに対する治療：ステロイド VS 
シクロスポリン　フォークト・小柳・
原田病の再発は王道のステロイド治
療で治す！

フォーサム 2015 大阪　
第 52回日本眼感染症学
会　第 49回日本眼炎症
学会　第 58回日本コン
タクトレンズ学会　第 4
回日本涙道・涙液学会 
（2015.7.10-12）大阪

毛塚　剛司

19. ランチョンセミナー 7　ベーチェット
病ぶどう膜炎に対するインフリキシ
マブの Best Use ベーチェット病ぶど
う膜炎に対するインフリキシマブの
治療評価

フォーサム 2015 大阪　
第 49回日本眼炎症学会 
（2015.7.10-12）大阪

毛塚　剛司

20. 検査 2　蛍光眼底造影　眼科スタッフ
が知っておくべき眼底画像検査

眼科スタッフセミナー 
（2015.7.12） ホテルセン
トラーザ博多 九州

水澤　　剛

21. 特別講演：眼科が関わる全身疾患の診
断と治療

第 15 回 青 森 県 眼 科
フォーラム（2015.7.18）
青森

後藤　　浩

22. 神経眼科 REVISIT　最近の話題と治
療

眼科臨床実践講座 2015 
（2015.8.2） 東京

毛塚　剛司

23. ベーチェット病に対するインフリキ
シマブ治療の減量に向けた取り組み

厚生労働科学研究難治性
疾患等政策研究事業　
ベーチェット病に関する
調査研究　平成 27年度
第 1回班会議（2015.8.7）
横浜

後藤　　浩，毛塚　剛司，馬詰朗比古

24. シンポジウム　血管・炎症・代謝疾患
の題材として用いられる網膜

東京医科大学ナノ粒子先
端医学応用講座特別セミ
ナー（2015.8.24）東京

臼井　嘉彦

25. 急性網膜壊死に併発した僚眼のヘル
ペス性視神経症

第 31回 真鶴セミナー 
（2015.8.29）新潟

毛塚　剛司

26. 検査 2　蛍光眼底造影　眼科スタッフ
が知っておくべき眼底画像検査

眼科スタッフセミナー 
（2015.8.30）東京カンファ
レンスセンター・品川 
東京

水澤　　剛

27. 黄斑疾患に対する治療 UP DATE 板橋区眼科医会学術講演
会 （2015.9.5）東京

若林　美宏

28. 検査 2　蛍光眼底造影　眼科スタッフ
が知っておくべき眼底画像検査

眼科スタッフセミナー 
（2015.9.6） ハ ー ビ ス

HALL 大阪 大阪

水澤　　剛

29. 網膜になぜ浮腫はできるのか ?アマク
リン細胞による血管制御とその破綻

第 23 回 Tokyo ocular 
immunology  meet ing 
（2015.9.11） 東京

臼井　嘉彦

30. モーニングセミナー 2　緑内障患者の
白内障周術期点眼治療を見直そう！
白内障術後の緑内障薬物療法

第 26回日本緑内障学会 
（2015.9.11-13）名古屋

丸山　勝彦

31. ランチョンセミナー 9　緑内障治療の
進歩　演題 2手術治療の “標準化と個
別化”

第 26回日本緑内障学会 
（2015.9.11-13）名古屋

丸山　勝彦

32. 緑内障薬物療法 アルコン社内講演会 
（2015.9.29） 東京

丸山　勝彦
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33. U-40 日本代表～眼腫瘍の近未来～　
眼腫瘍学における課題と未来戦略～
未来夢想で終わらせない！～

第 33回日本眼腫瘍学会 
（2015.10.3-4）島根

臼井　嘉彦

34. 神経眼科疾患の診療－日常の迷いや
すい症例から最先端診断・治療までー

第 21回福岡眼科フォー
ラム（2015.10.16）福岡

毛塚　剛司

35. 学会長枠シンポジウム G-4　臨床眼科
学：今が旬！　視神経炎の今

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

毛塚　剛司

36. モーニングクルズス 1　視神経疾患の
最前線　視神経炎治療の最前線

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.22-25）名古
屋

毛塚　剛司

37. シンポジウム 13　ぶどう膜炎におけ
る外科的治療の進歩　併発白内障手
術の基本のコツ

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.22-25）名古
屋

臼井　嘉彦

38. シンポジウム 15　臨床検体から網膜
硝子体疾患を理解する硝子体生検と
診断

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.22-25）名古
屋

臼井　嘉彦

39. Alcon Novartis Hida Memorial Award 
2015授賞セミナー America’s fi nest city 
サンディエゴ留学体験記

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.22-25）名古
屋

臼井　嘉彦

40. 特別講演：眼内悪性腫瘍の諸問題 第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.24）愛知

後藤　　浩

41. 隅角の診方 Ophthalmic Academy of 
Glaucoma （2015.10.27） 
東京

丸山　勝彦

42. 網膜硝子体疾患に対する手術療法の
現状

第 95回網膜病変談話会 
（2015.10.29）東京

若林　美宏

43. medical retinaに関して各施設の取り組
み

Tokyo Women’s Macular 
Meeting （2015.10.29）ウ
エスティンホテル東京 
東京

川上　摂子

44. 教科書にはあまり記載のない眼疾患
の外科的治療

第 17回浜松眼科フォー
ラム （2015.10.30）静岡

後藤　　浩

45. 特別講演：眼内腫瘍の診かたと治療の
実際

第 25回東邦大学医療セ
ンター大橋病院と渋谷
区・世田谷区・目黒区眼
科 医 会 合 同 勉 強 会 
（2015.10.31）東京

後藤　　浩

46. 抗 VEGF薬治療による早期治療介入
の意義

RVO Scientific advisory 
meeting （ノバルティス）
（2015.11.3）東京第一ホ
テル 新橋 東京

村松　大弐

47. 神経眼科疾患の診かた－日常の迷う
症例から最先端診断まで－

第 6回北海道眼科臨床セ
ミナー（2015.11.8）札幌

毛塚　剛司

48. 薬剤選択の考え方と手術のタイミン
グ

新潟県 Glaucoma Seminar 
（2015.11.21） 新潟

丸山　勝彦

49. 斜視に対する手術療法－適応とアウ
トカムー

第 89回　東京医大眼科
臨床懇話会（2015.11.26） 
東京

毛塚　剛司

50. 角膜内皮移植の現状－適応と予後 － 第 89回　東京医大眼科
臨床懇話会（2015.11.26）
東京

熊倉　重人
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51. ハンフリー視野検査－検査結果の読
みかたと解釈のポイント－

第 89回　東京医大眼科
臨床懇話会 （2015.11.26）
東京

丸山　勝彦

52. 糖尿病網膜症のレーザー治療－適応
と実際－

第 89回　東京医大眼科
臨床懇話会（2015.11.26）
東京

村松　大弐

53. よくある目の病気の誤解と真実 国分寺市医師会市民健康
講演（2015.11.28）東京

後藤　　浩

54. 神経眼科診療とそのトピック 第 46回東京都眼科医会
研修会（2015.12.5）京王
プラザホテル 東京

毛塚　剛司

55. 眼科以外の医療施設から紹介された
緑内障救急疾患

第 15回世田谷区医師会
医学会（2015.12.5）東京

丸山　勝彦，後藤　　浩

56. アマクリン細胞が制御する Neurovas-
cular unitによる網膜微小循環の調節

第 202回　防衛医大バイ
オ を 論 じ る 会 
（2015.12.7）防衛医大臨
床小講堂 2　埼玉

臼井　嘉彦

B1. 術前眼圧が低い緑内障症例に対する
線維柱帯切除術の成績

第 38回日本眼科手術学
会 総 会（2015.1.30-2.1） 
京都

有本　　剛，丸山　勝彦，後藤　　浩

2. 白内障・硝子体同時手術における術後
炎症の経時的検討

第 38回日本眼科手術学
会 総 会（2015.1.30-2.1） 
京都

中川　　迅，野間　英孝，小竹　　修，本橋　良祐，
安田佳奈子，後藤　　浩，志村　雅彦

3. 東京医大茨城における難治性緑内障
に対するエクスプレスを用いた手術
成績

第 46回筑波大学眼科集
談会（2015.2.8）筑波

三橋　良輔，村松　大弐，阿川　哲也，三浦　雅博，
伊丹　彩子，岩﨑　琢也

4. 角膜神経および角膜実質炎症細胞に
おける ATP受容体の発現

角膜カンファランス
2015 第 39回日本角膜学
会総会 /第 31回日本角
膜移植学会（2015.2.11-

13）高知

服部　貴明，山崎　智代，田島　一樹，高橋　広樹，
熊倉　重人，後藤　　浩

5. DSAEK術後眼のレシピエントおよび
ドナー角膜厚の経時的変化

角膜カンファランス
2015 第 39回日本角膜学
会総会 /第 31回日本角
膜移植学会（2015.2.11-

13）高知

嶺崎　輝海，服部　貴明，柴田　元子，熊倉　重人，
後藤　　浩

6. 帯状角膜変性に生じた細菌性角膜潰
瘍の 2例

角膜カンファランス
2015 第 39回日本角膜学
会総会 /第 31回日本角
膜移植学会（2015.2.11-

13）高知

片平　晴己，服部　貴明，嶺崎　輝海，熊倉　重人，
後藤　　浩

7. 多剤耐性緑膿菌の全ゲノム解析 角膜カンファランス
2015 第 39回日本角膜学
会総会 /第 31回日本角
膜移植学会（2015.2.11-

13）高知

田島　一樹，鈴木　進悟*，椎名　　隆*，伊藤　典彦，
後藤　　浩

8. マウス角膜におけるランゲルハンス
細胞の動態

角膜カンファランス
2015第 39回日本角膜学
会総会 /第 31回日本角
膜移植学会 （2015.2.11-

13）高知

高橋　広樹，田島　一樹，服部　貴明，後藤　　浩
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9. 培養角膜上皮細胞シートを用いた抗
緑内障点眼薬のハイスループットな
毒性検出法の開発

角膜カンファランス
2015 第 39回日本角膜学
会総会 /第 31回日本角
膜移植学会（2015.2.11-

13）高知

黒田　晃平*，田島　一樹，村端　悠介*，東　　和生*，
大崎　智弘*，柄　　武志*，今川　智敬*，岡本　芳晴*，
伊藤　典彦，後藤　　浩

10. 糖尿病網膜症硝子体液における炭酸
脱水酵素 IX.　VEGFとエリスロポエ
チンについて

第 20回 日本糖尿病眼学
会（2015.3.6-8）東京

桂　　善也，小高　以直，永瀬　晃正，阿川　哲也，
村松　大弐，岩崎　琢也，三井　雅子

11. 眼部サルコイドーシスの肉芽腫にお
ける P.acnesの検出

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

後藤　　浩，上田俊一郎，臼井　嘉彦，江石　義信*

12. 増殖糖尿病網膜症術後の晩期硝子体
出血と眼内 VEGFとの関係

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

若林　美宏，上田俊一郎，坪田　欣也，馬詰和比古，
八木　浩倫，木村　圭介，村松　大弐，後藤　　浩

13. 正常眼圧緑内障症例の前房水中液性
因子濃度の検討

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

丸山　勝彦，上田俊一郎，山川　直之，臼井　嘉彦，
毛塚　剛司，若林　美宏，有本　　剛，後藤　　浩

14. 網膜静脈閉塞症における網膜出血量
と眼内 VEGF濃度の関連

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

村松　大弐，上田俊一郎，若林　美宏，山川　直之，
三浦　雅博，岩﨑　琢也，後藤　　浩

15. ウリジン三リン酸（UTP）点眼が角膜
神経上皮掻爬後の角膜神経密度に及
ぼす影響

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

服部　貴明，山崎　智代，田島　一樹，高橋　広樹，
熊倉　重人，後藤　　浩

16. 実験的増殖硝子体網膜症モデルにお
ける Decorinの役割

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

馬詰和比古，高橋　広樹，山川　直之，後藤　　浩

17. 実験的自己免疫性ぶどう膜網膜炎の
眼局所における PU.1発現の解析

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

馬詰朗比古，毛塚　剛司，松田　隆作，山川　直之，
八代　拓也*，西山　千春*，後藤　　浩

18. DSAEK，nDSAEK術後眼のレシピエ
ントおよびドナー角膜厚の経時的変
化

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

嶺崎　輝海，服部　貴明，片平　晴己，熊倉　重人，
後藤　　浩

19. 遅発性眼内炎の原因物質としての金
属アルミニウムの関与の検討

第 119回日本眼科学会総
会（2015. 4.16-19）札幌

山川　直之，上田俊一郎，高橋　広樹，後藤　　浩

20. Doppler optical coherence tomographyに
よるポリープ状脈絡膜血管症の観察

第 119回日本眼科学会総
会 （2015. 4.16-19） 札幌

三浦　雅博，村松　大弐，ヨンジョン　ホン*，
安野　嘉晃*，岩﨑　琢也，後藤　　浩

21. 日本人における新規サルコイドーシ
ス関連候補遺伝子

第 119回 日本眼科学会
総会 （2015.4.16-19） 札幌

石原　麻美*，目黒　　明*，南場　研一*，大野　重昭*，
蕪城　俊克*，高瀬　　博*，望月　　學*，後藤　　浩，
竹内　　大*，堀　　純子*，北市　伸義*，水木　信久*

22. 長期にわたり抗 VEGF療法を行った
網膜色素線条に伴う脈絡膜新生血管
の 1例

第 20回東京黄斑疾患研
究会 （2015.5.23） ホテル
椿山荘 東京

川上　摂子

23. レックリングハウゼン病が疑われた
症例に対する眼科的検査の意義と連
携について

第 114回 日本皮膚科学
会総会（2015.5.30）パシ
フィッコ横浜 神奈川

川上　　洋，西脇　　薫，堺　　則康，内山　真樹，
前田　龍郎，坪井　良治，三橋善比古，後藤　　浩

24. 眼内リンパ腫の硝子体中 IL-10測定の
有用性

第 93回免疫アレルギー
研究会（2015.6.2）東京
医科大学病院 自主自学
館 3階 大教室 東京

木村　圭介，後藤　　浩

25. P2Y2受容体刺激が角膜神経密度に及
ぼす影響

第 175回東京医科大学医
学会総会 （2015.6.6） 東京
医大学病院 本館 6階　
臨床講堂　東京

服部　貴明，高橋　広樹，田島　一樹，熊倉　重人，
後藤　　浩

26. 実験的増殖硝子体網膜症モデルにお
ける Decorinの役割

第 175回東京医科大学医
学会総会 （2015.6.6） 東京
医大学病院 本館 6階　
臨床講堂 東京

馬詰和比古，山川　直之，高橋　広樹，後藤　　浩
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27. 角膜上皮内ランゲルハンス細胞の動
態とタイトジャンクションとの関係

第 175回東京医科大学医
学会総会 （2015.6.6） 東京
医大学病院 本館 6階　
臨床講堂 東京

高橋　広樹，服部　貴明，後藤　　浩

28. 増殖糖尿病網膜症の術後合併症の予
防目的に行ったベバシズマブ硝子体
注射の効果

第 175回東京医科大学医
学会総会 （2015.6.6） 東京
医大学病院 本館 6階　
臨床講堂 東京

坪田　欣也，若林　美宏，上田俊一郎，臼井　嘉彦，
鈴木　　潤，後藤　　浩

29. 両眼同時に涙小管炎に伴う角膜穿孔
を生じた 1例

フォーサム 2015 大阪　
第 4回日本涙道・涙液学
会 （2015.7.10-12） 大阪

熊倉　重人，柴田　元子，嶺崎　輝海，片平　晴己，
服部　貴明，後藤　　浩

30. ハードコンタクトレンズにおける実
形状カーブの応用

フォーサム 2015 大阪　
第 58回日本コンタクト
レンズ学会（2015.7.10-

12） 大阪

森　　秀樹，片平　晴己，後藤　　浩，児玉　大樹*，
権丈　英紀*，許安　昭男*

31. VKH病としてステロイドパルス療法
施行後にベーチェット病と診断され
た 3症例

フォーサム 2015 大阪　
第 49回日本眼炎症学会 
（2015.7.10-12） 大阪

馬詰朗比古，大下　雅世，毛塚　剛司，坂井　潤一，
後藤　　浩

32. 日本眼感染症学会学術奨励賞（三井
賞）受賞講演　多剤耐性緑膿菌角膜炎
のモデル確立と治療法の検討

フォーサム 2015 大阪　
第 52回日本眼感染症学
会 （2015.7.10-12） 大阪

田島　一樹

33. ベーチェット病にみられる網膜新生
血管に対するインフリキシマブの効
果

フォーサム 2015 大阪　
第 49回日本眼炎症学会 
（2015.7.10-12） 大阪

坪田　欣也，毛塚　剛司，馬詰朗比古，松田　隆作，
鈴木　　潤，坂井　潤一，後藤　　浩

34. 日本人特有のサルコイドーシス関連
候補遺伝子領域

フォーサム 2015 大阪　
第 49回日本眼炎症学会 
（2015.7.10-12） 大阪

石原　麻美*，目黒　　明*，南場　研一*，大野　重昭*，
蕪城　俊克*，高瀬　　博*，望月　　學*，後藤　　浩，
水木　信久*

35. 僚眼のヘルペス性視神経症を併発し
た急性網膜壊死の 1例

第 32回ぶどう膜炎カン
ファレンス （2015.9.4） 飯
田橋 東京

藤井　敬子

36. 結膜悪性腫瘍の治療における Hughes
法の応用

第 30回日本眼窩疾患シ
ンポジウム（2015.9.6）
京都

後藤　　浩，上田俊一郎

37. 点眼薬でコントロールされている正
常眼圧緑内障症例に対する白内障手
術の眼圧への影響

第 26回日本緑内障学会 
（2015.9.11-13） 名古屋

丸山　勝彦

38. 加齢黄斑変性に続発した網膜下出血
および硝子体出血の加療について

第 9回新都心黄斑疾患勉
強会 （2015.9.17） 京王プ
ラザホテル 東京

馬詰和比古

39. 眼腫瘍の治療 平成 27年度東京都眼科
医 会 卒 後 研 修 会
（2015.9.19）東京

後藤　　浩

40. 妊娠を契機にインフリキシマブを中
止したベーチェット病の 1例

Infl iximab Conference on 
Behçet Disaese 2015 
（2015.10.2） 東京

毛塚　剛司

41. 次世代シーケンサーを用いた脈絡膜
悪性黒色腫の遺伝子解析

第 33回日本眼腫瘍学会
（2015.10.3-4）島根

上田俊一郎，山川　直之，坪田　欣也，後藤　　浩

42. 虹彩および結膜に腫瘤形成がみられ
た多発性骨髄腫の 1例

第 33回日本眼腫瘍学会 
（2015.10.3-4） 島根

阿部　　駿，上田俊一郎，後藤　　浩，慶野　　博*

43. 眼窩に生じたランゲルハンス細胞組
織球症の 2症例

第 33回日本眼腫瘍学会 
（2015.10.3-4） 島根

馬場　　良，馬詰和比古，後藤　　浩
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44. 増殖糖尿病網膜症の術後合併症予防
を目的とした計画的ベバシズマブ硝
子体注射

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

若林　美宏，坪田　欣也，臼井　嘉彦，上田俊一郎，
木村　圭介，馬詰和比古，八木　浩倫，村松　大弐，
後藤　　浩

45. 乳頭黄斑線維束に菲薄化を認める原
発開放隅角緑内障眼の特徴

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

丸山　勝彦，有本　　剛，林田　利沙，後藤　　浩

46. 網膜静脈分枝閉塞症の黄斑浮腫に対
するラニビズマブ硝子体注射の投与
回数に関わる因子

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25）名古
屋

川上　摂子，村松　大弐，若林　美宏，八木　浩倫，
上田俊一郎，馬詰和比古，阿川　　毅，塚原林太郎，
三浦　雅博，後藤　　浩

47. 網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫
に対するアフリベルセプト硝子体注
射の治療成績

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

村松　大弐，三浦　雅博，木村　圭介，川上　摂子，
若林　美宏，岩﨑　琢也，八木　浩倫，塚原林太郎，
阿川　哲也，三橋　良輔，後藤　　浩

48. 第 119回日本眼科学会総会　学術展示
優秀賞受賞講演　ウリジン三リン酸
（UTP）点眼が角膜神経上皮掻爬後の
角膜神経密度に及ぼす影響

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

服部　貴明，山崎　智代，田島　一樹，高橋　広樹，
熊倉　重人，後藤　　浩

49. 最近 1年間に経験した内因性眼内炎連
続 10症例の臨床的検討

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

馬詰和比古，鈴木　　潤，木村　圭介，若林　美宏，
後藤　　浩

50. ベーチェット病に対するインフリキ
シマブの適正使用に関する検討

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

馬詰朗比古，毛塚　剛司，鈴木　　潤，後藤　　浩

51. 角膜移植後に眼球破裂を生じた症例
の検討

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.22-25）名古
屋

片平　晴己，服部　貴明，熊倉　重人，後藤　　浩

52. OCT所見に基づいた糖尿病黄斑浮腫
に対する Afl ibercept治療プロトコール

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

小竹　　修，本橋　良祐，中川　　迅，安田佳奈子，
野間　英孝，後藤　　浩，志村　雅彦

53. ぶどう膜悪性黒色腫の 128例の臨床的
特徴

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

禰津　直也，馬詰和比古，上田俊一郎，柴田　元子，
木村　圭介，臼井　嘉彦，後藤　　浩

54. 腫瘍随伴性混濁卵黄様黄斑症を呈し
た眼-中枢神経系リンパ腫

第 69回日本臨床眼科学
会 （2015.10.22-25） 名古
屋

藤井　敬子，木村　圭介，後藤　　浩

55. 実験的自己免疫性ぶどう膜網膜炎の
眼局所における PU.1発現の解析

第 94回免疫アレルギー
研究会 （2015.10.27） 東京
医科大学病院 新教育研
究棟 3階大教室 東京

馬詰朗比古，毛塚　剛司，松田　隆作，山川　直之，
八代　拓也*，西山　千春*，後藤　　浩

56. 視神経炎における血清中ミエリン塩
基性タンパク濃度と視機能異常との
関係

第 53回日本神経眼科学
会総会 （2015.11.6-7） 大
宮

毛塚　剛司，藤田　聖也*，馬詰朗比古，野田　知子，
奥貫　陽子，後藤　　浩

57. 次世代シーケンサーを用いた脈絡膜
悪性黒色腫の遺伝子解析

茨 城 県 眼 科 集 談 会 
（2015.11.8） 水戸

上田俊一郎，岩﨑　琢也，山川　直之，坪田　欣也，
後藤　　浩

58. Doppler optical coherence tomographyに
よるポリープ状脈絡膜血管症の観察

茨 城 県 眼 科 集 談 会 
（2015.11.8） 水戸

三浦　雅博，村松　大弐，Hong YJ*,  安野　嘉晃*，
岩﨑　琢也，後藤　　浩

59. 糖尿病黄斑浮腫に対するラニビズマ
ブ硝子体注射の 6か月治療成績

第 21回日本糖尿病眼学
会（2015.11.27-28）ウイ
ンクあいち 名古屋

村松　大弐，若林　美宏，上田俊一郎，馬詰和比古，
八木　浩倫，木村　圭介，川上　摂子，飯森さやか，
根本　　怜，塚原林太郎，三浦　雅博，後藤　　浩

60. 増殖糖尿病網膜症における硝子体中
および血中エリスロポエチンの糖鎖
構造について

第 21回日本糖尿病眼学
会（2015.11.27-28）ウイ
ンクあいち 名古屋

桂　　善也，小高　以直，永瀬　晃正，村松　大弐，
阿川　哲也，塚原林太郎，岩崎　琢也，三井　雅子
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61. Dendritic cell and corneal immunity 第 21 回 Kyoto Cornea 
Club シ ン ポ ジ ウ ム I 
（2015.11.27-28） 京都

服部　貴明

62. 虚血型網膜静脈閉塞に対する抗 VEGF
薬治療後に網膜無灌流領域が減少し
た 3例

第 54回　日本網膜硝子
体学会総会（2015.12.4-6）
東京国際フォーラム 東
京

村松　大弐，野間　英孝，三浦　雅博，若林　美宏，
後藤　　浩

63. 網膜アマクリン細胞による網膜内の
中層毛細血管の制御

第 54回　日本網膜硝子
体学会総会（2015.12.4-6）
東京国際フォーラム 東
京

臼井　嘉彦

64. 加齢黄斑変性におけるベバシズマブ
硝子体投与前後の前房内補体濃度

第 54回　日本網膜硝子
体学会総会（2015.12.4-6）
東京国際フォーラム 東
京

阿川　　毅，臼井　嘉彦，若林　美宏，馬詰和比古，
村松　大弐，毛塚　剛司，山川　直之，栗原　俊英*，
Friedlander M*,  後藤　　浩

65. ポリープ状脈絡膜症に対するアフリ
ベルセプト硝子体内注射の 1年間の治
療成績

第 54回　日本網膜硝子
体学会総会（2015.12.4-6）
東京国際フォーラム 東
京

根本　　怜，村松　大弐，川上　摂子，若林　美宏，
馬詰和比古，八木　浩倫，阿川　　毅，渡邉　陽子，
飯森さやか，後藤　　浩

66. 黄斑円孔網膜剥離に対する inverted 
ILM fl ap techniqueを用いた硝子体手術
の治療成績

第 54回　日本網膜硝子
体学会総会（2015.12.4-6）
東京国際フォーラム 東
京

馬場　　良，若林　美宏，馬詰和比古，石川　友昭，
八木　浩倫，村松　大弐，後藤　　浩

67. Imaging polarimetry of retinal pigment 
epithelial lesions in age related macular 
degeneration

第 54回日本網膜硝子体
学会総会 （2015.12.5） 東
京国際フォーラム 東京

Miura M,  Hong YJ*,  Elsner AE*,  Makita S*,  Yasuno Y*,  
Iwasaki T,  Goto H

68. 心臓サルコイドーシス診断にMRIが
有効であった症例

第 182回東京サルコイ
ドーシス・肉芽腫性疾患
研究会 （2015.12.5 ） 東京

平野　雅春，毛塚　剛司，山科　　章，後藤　　浩

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. Award Lecture, The Susruta lecture The 30th Asia-Pacific 

Academy of Ophthalmol-
o g y  C o n g r e s s
（APAO2015）（2015.4.3）
Guangzhou, China

Usui M

2. 学術展示優秀賞 第 119回日本眼科学会総
会（2015.4.15）札幌

服部　貴明

3. 日本眼感染症学会学術奨励賞（三井
賞）

フォーサム 2015大阪 第
52回　日本眼感染症学
会（2015.7.10）大阪

田島　一樹

4. American Academy of Ophthalmology 
Achievement Award 2015

American Academy of 
Ophthalmology（AAO）
（2 0 1 5 . 11 . 1 4-1 7）L a s 

Vegas, USA

Kezuka T

5. American Academy of Ophthalmology 
2015 “Best Poster” Award

American Academy of 
Ophthalmology（AAO）
（2 0 1 5 . 11 . 1 4-1 7）L a s 

Vegas, USA

Kezuka T
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6. American Academy of Ophthalmology 
2014年受賞　International Ophthalmol-
ogist Education Award

American Academy of 
Ophthalmology（AAO）
（2 0 1 5 . 11 . 1 4-1 7）L a s 

Vegas, USA

Usui Y

7. American Academy of Ophthalmology 
Achievement Award 2015

American Academy of 
Ophthalmology（AAO）
（2 0 1 5 . 11 . 1 4-1 7）L a s 

Vegas, USA

Usui Y

泌 尿 器 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　腎尿路・生殖器の解剖整理を復習したうえで，尿路腫瘍，感染症など主要疾患の知識を習得させるとともに，実

臨床においては，多くの患者と接し，患者の視点からも疾患をとらえることが出来る事を目標としている。
「現 状 説 明」　臨床実習では，1週間行っており手術見学とともに病棟患者とのコミニュケーションを図れるようにしている。
「点検・評価」　1週間という時間的制限のため，入院診療の一部分にしか関わることが出来ない事が問題である。
「改 善 方 策」　可能であれば，実習期間の延長が望まれる。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度である。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床研修とともに，泌尿器科領域におけるトランスレーショナルリサーチを積極的に行う事を目的としている。
「現 状 説 明」　臨床データー解析や血清を使用したバイオマーカー探索に関する研究を行い，国内外の主要学会において発表を

行っていく。
「点検・評価」　一部の成果については，泌尿器科領域またはがん研究関連雑誌に掲載されている。
「改 善 方 策」　より多くの研究成果を通じて国内外に公表できるようにしていく。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度である。
【診療】
「到 達 目 標」　新宿市地区の中核的な泌尿器科診療施設をめざすとともに，先端医療の基幹病院として機能出来るよう努力する。
「現 状 説 明」　前立腺がんに対するロボット支援手術に取り組んでおり，本邦におけるロボット手術を牽引している。
「点検・評価」　ロボット支援手術は，飛躍的に増加しており今後も手術件数の増加が見込まれる。
「改 善 方 策」　スタッフの増員とともに各部署と協力していくことが，ロボット支援手術の基幹施設となるために必要である。

「目標・改善方策の達成度」　100%の達成である
【社会貢献】
「到 達 目 標」　泌尿器科疾患についてより認知してもらうために，積極的にセミナーなどを行う事を心がけてゆく。
「現 状 説 明」　医師会勉強会等を通じて泌尿器科疾患についての講演を行う。
「点検・評価」　前立腺がんロボット支援手術の認知，普及に貢献した。
「改 善 方 策」　各医師会勉強会，市民公開講座などを通じて泌尿器科疾患・治療などについて講演を行っていく予定である。
「目標・改善方策の達成度」　70%程度の達成である。

I.　著書
1. 前立腺がんはロボット手術で根治を
めざす

東京：青月社，2015 大堀　　理，橘　　政昭

II.　学術論文
A1. Prediction of biochemical recurrence after 

robot-assisted radical prostatectomy
Int J Urol 22（2）：188-93, 
2015（IF=2.409）

Hashimoto T,  Yoshioka K,  Nagao G,  Nakagami Y,  Ohno 
Y,  Horiguchi Y,  Namiki K,  Nakashima J,  Tachibana M

2. Impact of a preoperatively estimated pros-
tate volume using transrectal ultrasonog-
raphy on surgical and oncological out-
comes in a single surgeon’s experience 
with robot-assisted radical prostatectomy

Surg Endosc 2015 Nov 17
（IF=3.256）

Hirasawa Y,  Ohno Y,  Nakashima J,  Shimodaira K,  
Hashimoto T,  Gondo T,  Ohori M,  Tachibana M,  Yosh-
ioka K*
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3. Is scintigraphy necessary to detect migra-
tion of 125I seeds after brachytherapy for 
early prostate cancer?

Int J Clin Oncol 2015 Sep 
22 （IF=2.128）

Odagaki Y,  Ohori M,  Yoshimura M,  Nakshima J,  Ohno 
Y,  Mikami R,  Nakayama H,  Tokuuye K*,  Tachibana M

4. Prediction of renal function after nephro-
ureterectomy in patients with upper tract 
urothelial carcinoma

Jpn J Clin Oncol 45（11）：
1 0 6 4-1 0 6 8 , 2 0 1 5 
（IF=2.016）

Hashimoto T,  Ohno Y,  Nakashima J,  Gondo T,  Naka-
gami Y,  Namiki K,  Horiguchi Y,  Yoshioka K*,  Ohori M,  
Tachibana M

5. Associations between ABO blood groups 
and biochemical recurrence after radical 
prostatectomy

Int J Clin Exp Med 15；8
（2）：2642-2648. eCollec-
tion, 2015（IF=1.277）

Ohno Y,  Ohori M,  Nakashima J,  Ohkubo H,  Satake N,  
Takizawa I,  Hashimoto T,  Hamada R,  Nakagami Y,  
Yoshioka K*,  Tachibana M

6. Prognostic value of preoperative pyuria in 
patients with non-muscle-invasive blad-
der cancer

Int J Urol 22（7）：645-

649, 2015 （IF=2.409）
Satake N,  Ohno Y,  Nakashima J,  Ohori M,  Tachibana M

7. Preoperative predictive factors and further 
risk stratifi cation of biochemical recur-
rence in clinically localized high-risk 
prostate cancer

Int J Clin Oncol 2015 Nov 
19（IF=2.128）

Hamada R,  Nakashima J,  Ohori M,  Ohno Y,  Komori O*,  
Yoshioka K*,  Tachibana M

8. Infl uence of the ABO Blood Group on the 
Prognostic Value of Host-related Factors 
for Renal Cell Carcinoma

Res J Med Med Sci 4：
357-361, 2015（IF=1.185）

Ohno Y,  Nakashima J,  Hatano T

9. Clinical impact of a positive surgical mar-
gin without extraprostatic extension after 
robot-assisted radical prostatectomy

Urol Oncol Dec；33（12）：
503, 2015（IF=2.768）

Hashimoto T,  Yoshioka K*,  Horiguchi Y,  Inoue R*,  Yoshio 
O,  Nakashima J,  Tachibana M

10. Association between preoperative serum 
total cholesterol level and biochemical 
recurrence in prostate cancer patients who 
underwent radical prostatectomy

Molecular and Clinical 
Oncology October 2015

Ohno Y,  Ohori M,  Nakashima J

B1. 前立腺癌・膀胱癌に対する da Vinci®
手術

日本コンピューター外科
学 会 雑 誌 16（4）：363-

366, 2015

平澤　陽介，吉岡　邦彦*，伊関　　亮，並木　一典，
橘　　政昭

2. 泌尿器科領域におけるトラブル
シューティング　小径腎がんに対す
る腎部分切除後超音波　画像診断に
よる末破裂腎仮性動脈瘤の検出

泌尿器科外科 28（10）：
1647-1649, 2015

橘　　政昭

3. ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 泌尿器外科 28（臨時増
刊）：759-761，2015

並木　一典，吉岡　邦彦*，佐竹　直哉，平澤　陽介，
権藤　立男，伊関　　亮，橘　　政昭

4.【“長期成績”-XIII.前立腺癌の局所療
法の長期成績】手術 ：ロボット手術

Japanese Journal of Endou-
rology 28（2）：203-206, 
2015

橘　　政昭，大野　芳正，大堀　　理

5. ロボット支援手術は保険適用とすべ
きか 保険適用としない立場から

日本内視鏡外科学会雑誌 
20（7）：DS15-1, 2015

橘　　政昭

C1. Ureteral intussusception associated with a 
fi broepithelial polyp：a case report

Clin Imaging 39（5）：901-

903, 2015
Suzuki K*,  Saito K*,  Yoshimura N*,  Ohno Y,  Nakashima J,  
Oshiro H*,  Akata S*,  Tachibana M,  Tokuuye K*

III.　学術刊行物
A1. 質疑応答 Pro⇔ Pro　「去勢抵抗性前立
腺癌に対する新規治療薬」

日本医事新報 4768：59, 
2015

中神　義弘
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Long consecutive hospital holidays would 

be a mortality risk in emergent calculous 
pyelonephritis：Population-based analy-
sis

European Associaition of 
Urology 30th Anniversary 
EAU Congress（2015.3.21）
Madrid

Sugihara T,  Kamei J*,  Yasunaga H*,  Matsui H*,  Nakagawa 
T*,  Fukuhara H*,  Kume H*,  Fushimi K*,  Tachibana M,  
Homma Y*

2. Impact of a Preoperatively Estimated 
Prostate Volume using Transrectal Ultra-
sonography on Surgical and Oncological 
Outcomes in a Single Surgeon’s Experi-
ence with Robot-Assisted Radical Prosta-
tectom

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 5）
New Orlsans

Hirasawa Y,  Nakashima J,  Ohno Y,  Hashimoto T,  Sugi-
hara T,  Nakagami Y,  Namiki K,  Horiguchi Y, Yoshioka 
K*,  Ohori M,  Tachibana M

3. Grade 4 hemorrhage radiation cystitis 
treated by early transurethral fulguration 
versus conservative observation strategy：
outcome comparison From 283 Cases

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 5）
New Orlsans

Sugihara T,  Yasunaga H*,  Kamei J*,  Matsui H*,  Nakagawa 
T*,  Fujimura T*,  Fukuhara H*,  Kume H*,  Fushimi K*, 
Tachibana  M,  Homma Y*

 4. Clinical signifi cance of nutritional prog-
nostic Index inpatients with clear Cell 
renal Cell carcinoma

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 7）
New Orlsans

Ohno Y,  Nakashima J,  Ohori J,  Satake N,  Kashima T,   
Gondo T,  Nakagami Y,  Tachibana M

5. Clinical value of immunohistochemically 
detected lymphovascular invasion in 
transurethral bladder tumor resection 
specimen for bladder cancer staging 
before radical cystectomy

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 8）
New Orlsans

Gondo T,  Nakashima J,  Inoue Rie*,  Hashimoto T,  Ohno 
Y,  Ohori M,  Nagao T,  Tachibana M 

6. Prognostic value of neutrophil-to-lym-
phocyte ratio and establishment of novel 
risk stratifi cation model in castration-

resistant prostate cancer patients treated 
with docetaxel chemotherapy

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 9）
New Orlsans

Nakagami Y,  Nakashima J,  Ohno Y,  Ohori M,  Tachibana 
M 

7. Prognostic value of neutrophil-to-lym-
phocyte ratio and establishment of novel 
risk stratifi cation model in castration-

resistant prostate cancer patients treated 
with docetaxel chemotherapy

ISTUA 2015 Annual Meet-
ing（2015.8.22） 台 湾　
花蓮

Nakagami Y,  Nakashima J,  Ohno Y,  Ohori M,  Tachibana  
M

国内学会
A1.「ロボット手術を安全に遂行するため
の工夫とトラブルシューティング」東
京医科大学病院におけるロボットの
不具合についての検討

第 7回日本ロボット外科
学会（2015.2.7）東京

中神　義弘

B1. ロボット支援前立腺全摘除術におけ
る前立腺容積の外科的・腫瘍学的アウ
トカムへの影響

第 7回日本ロボット外科
学会（2015.2.7）東京

平澤　陽介，中島　　淳，橋本　　剛，権藤　立男，
中神　義弘，大野　芳正，並木　一典，堀口　　裕，
吉岡　邦彦*，大堀　　理，橘　　政昭

2. ビッグデータ疫学からみた経験年別
のロボット支援前立腺全摘除術にお
ける輸血率

第 7回日本ロボット外科
学会（2015.2.7）東京

杉原　　亨，康永　秀生*，松居　宏樹*，伏見　清秀*，
宮嵜　英世*，藤村　哲也*，中川　　徹*，福原　　浩*，
久米　春喜*，本間　之夫*

3. ロボット支援下手術で摘出し得た巨
大前立腺粘膜癌の 1例

第 167回日本泌尿器科学
会東京地方会（2015.2.12）
東京

三間　隆史，大堀　　理，平澤　陽介，挟間　一輝，
小田垣　悠，杉原　　亨，中神　義弘，大野　芳正，
堀口　　裕，並木　一典，中島　　淳，橘　　政昭
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4. 本邦における Active surveillanceに関
する情報提供の現状：全国癌診療連携
拠点病院Websiteの検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.18）金沢

権藤　立男，松本　一宏*，大堀　　理，大野　芳正，
橘　　政昭

5. ビックデーターを活用した膀胱全摘
術の全国施設集約化シミュレーショ
ン：周術期死亡率 1%以下を目指して

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.18）金沢

杉原　　亨，康永　秀生*，松居　宏樹*，伏見　清秀*，
宮嵜　英世*，藤村　哲也*，中川　　徹*，福原　　浩*，
久米　春喜*，本間　之夫*

6. 前立腺全摘標本における Tertiary Glea-
son Grade 5と術後 PSA非再発率との
関連の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

鴨田　直博，大堀　　理，大野　芳正，小田垣　悠，
石田　卓也，権藤　立男，中神　義弘，中島　　淳，
井上　理恵*，長尾　俊孝*，橘　　政昭

7. 早期前立腺癌に対する I-125密封小線
源療法の臨床的検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

田中　絢子，大堀　　理，中島　　淳，大野　芳正，
中山　秀次*，三上　隆二*，黄　　和吉，鹿島　　剛，
権藤　立男，濱田　理宇，中神　義弘，徳植　公一*，
橘　　政昭

8. 去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対す
るエンザルタミドの使用経験

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

石田　卓也，大堀　　理，大野　芳正，田中　絢子，
佐竹　直哉，下平　憲治，澤田　陽平，大久保秀紀，
伊関　　亮，中神　義弘，中島　　淳，池田　龍介*，
橘　　政昭

9. ロボット支援根治的前立腺摘除術が
施行された限局性前立腺癌における
PSA再発の術前予測因子の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

中島　　淳，橋本　　剛，吉岡　邦彦*，平澤　陽介，
権藤　立男，濱田　理宇，中神　義弘，大野　芳正，
堀口　　裕，並木　一典，大堀　　理，橘　　政昭

10. 経腟的腎摘出を行った腹腔鏡下根治
的腎摘除術症例の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

並木　一典，佐竹　直哉，滝澤　一晴，鹿島　　剛，
中神　義弘，濱田　理宇，堀口　　裕，橘　　政昭

11. 淡明細胞型腎癌患者における健側腎
周囲脂肪の厚さと予後の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.20）金沢

鹿島　　剛，大野　芳正，石田　卓也，黄　　和吉，
平澤　陽介，濱田　理宇，中神　義弘，堀口　　裕，
並木　一典，吉岡　邦彦，中島　　淳，大堀　　理，
橘　　政昭

12. 高リスク限局性前立腺癌における恥
骨後式根治的前立腺摘除術とロボッ
ト支援根治的前立腺摘除術後の PSA
再発に関する比較検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.20）金沢

濱田　理宇，長尾　　剛，吉岡　邦彦*，中島　　淳，
三間　　隆，石田　卓也，黄　　和吉，中神　義弘，
並木　一典，堀口　　裕，大野　芳正，大堀　　理，
橘　　政昭

13. 本邦でもセンター化はおこるのか ?当
院におけるロボット支援前立腺全摘
（RARP）症例の居住地域の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.21）金沢

長尾　　剛，大堀　　理，大野　芳正，濱田　理宇，
石田　卓也，鹿島　　剛，平澤　陽介，中神　義弘，
堀口　　裕，並木　一典，吉岡　邦彦，中島　　淳，
橘　　政昭

14. D’Amicoリスク群との関連からみた前
立腺全摘後の PSA再発に対する 2次
治療の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.21）金沢

三間　隆史，大堀　　理，大野　芳正，権藤　立男，
長尾　　剛，挾間　一輝，黄　　和吉，平澤　陽介，
鹿島　　剛，濱田　理宇，中島　　淳，橘　　政昭

15. 筋層非浸潤性膀胱癌における術前末
梢血リンパ球数と膀胱内再発に関す
る検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.21）金沢

佐竹　直哉，大野　芳正，鹿島　　剛，濱田　理宇，
権藤　立男，中神　義弘，堀口　　裕，並木　一典，
中島　　淳，大堀　　理，橘　　政昭

16. ドセタキセル療法が施行されて去勢
抵抗性前立腺癌患者の死亡リスクに
関する層別化モデルの作成

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.21）金沢

中神　義弘，中島　　淳，大野　芳正，権藤　立男，
堀口　　裕，並木　一典，大堀　　理，橘　　政昭

17. 根治的前立腺全摘標本におけるリン
パ管浸潤の予後因子としての意義の
検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

小田垣　悠，大堀　　理，大野　芳正，下平　憲治，
鹿島　　剛，権藤　立男，中神　義弘，中島　　淳，
井上　理恵*，長尾　俊孝*，橘　　政昭

18. 急速な進行を示した前立腺原悪性線
維性組織球症の 1例

第 168日本泌尿器科学会
東京地方会（2015.6.13）
東京

鏑木　直人，権藤　立男，挟間　一輝，黄　　和吉，
鹿島　　剛，小田垣　悠，平澤　陽介，杉原　　亨，
中神　義弘，大野　芳正，堀口　　裕，並木　一典，
中島　　淳，大堀　　理，橘　　政昭
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19. ホルモン治療が施行された進行性前
立腺癌の予後因子検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.26）
東京

下平　憲治，中島　　淳，大堀　　理，並木　一典，
堀口　　裕，大野　芳正，中神　義弘，権藤　立男，
橘　　政昭

20. 浸潤性膀胱癌患者におけるサルコペ
ニアの意義

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.26）
東京

平澤　陽介，中島　　淳，勇内山大介*，権藤　立男，
中神　義弘，堀口　　裕，大野　芳正，並木　一典，
大堀　　理，徳植　公一*，橘　　政昭

21. ロボット支援前立腺全摘（RARP）症
例における被膜外浸潤予測（EPE）ノ
モグラムの検証

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.26）
東京

鏑木　直人，大堀　　理，権藤　立男，小田垣　悠，
鴨田　直博，平澤　陽介，杉原　　亨，鹿島　　剛，
下平　憲治，大野　芳正，中島　　淳，橘　　政昭

22. ロボット支援前立腺全摘（RARP）に
おける positive surgical margin（+SM）
の頻度と部位の検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

清水　優人，大堀　　理，権藤　立男，小田垣　悠，
鴨田　直博，平澤　陽介，杉原　　亨，鹿島　　剛，
下平　憲治，中神　義弘，大野　芳正，中島　　淳，
橘　　政昭

23. 分子標的治療を行った腎細胞癌患者
における好中球リンパ球比の検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

鹿島　　剛，大野　芳正，清水　優人，小野　　朝，
徳山　尚斗，鏑木　直人，鴨田　直博，小田垣　悠，
平澤　陽介，中島　　淳，大堀　　理，橘　　政昭

24. 当院における膀胱原発小細胞癌 4例の
検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

小野　　朝，大野　芳正，平澤　陽介，杉原　　亨，
権藤　立男，中神　義弘，並木　一典，堀口　　裕，
中島　　淳，大堀　　理，橘　　政昭

25. ゾレドロン酸投薬後い顎骨絵師周囲
膿瘍を来した前立腺癌骨転移の 1例

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

徳山　尚斗，中神　義弘，平澤　陽介，下平　憲治，
権藤　立男，大野　芳正，並木　一典，中島　　淳，
大堀　　理，橘　　政昭

26. 根治的前立腺全摘標本におけるリン
パ管浸潤の予後因子としての意義の
検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

小田垣　悠，大堀　　理，大野　芳正，下平　憲治，
鹿島　　剛，権藤　立男，中神　義弘，中島　　淳，
井上　理恵*，長尾　俊孝*，橘　　政昭

27. 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタ
キセル治療の重症好中球減少症予測
ノモグラムの作成

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.28）京都

平澤　陽介，中島　　淳，杉原　　亨，滝澤　一晴，
権藤　立男，中神　義弘，堀口　　裕，大野　芳正，
並木　一典，大堀　　理，橘　　政昭

28. 膀胱全摘術が施行された膀胱癌症例
における術前膀胱外浸潤予測　TUR
検体中 LVIの有用性

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.28）京都

権藤　立男，中島　　淳，井上　理恵*，小田垣　悠，
鴨田　直博，平澤　陽介，鹿島　　剛，下平　憲治，
中神　義弘，大野　芳正，堀口　　裕，並木　一典，
大堀　　理，長尾　俊孝*，橘　　政昭

29. 東京医科大学病院泌尿器科病棟の多
職種有志によるがん勉強会～on部～
について

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.28）京都

中神　義弘，大野　芳正，三浦　裕司*，會田　絵馬*，
帯刀　朋代*，橘　　政昭

30. 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタ
キセル治療の重症好中球減少症予測
ノモグラムの作成

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

平澤　陽介，中島　　淳，杉原　　亨，滝澤　一晴，
権藤　立男，中神　義弘，堀口　　裕，大野　芳正，
並木　一典，大堀　　理，橘　　政昭

31. 尿道腫瘍が疑われた前立腺カルンク
ルの 1例

第 169回日本泌尿器科学
会東京地方会（2015.12.3）
東京

清水　優人，権藤　立男，小野　　朝，徳山　尚斗，
佐南　静香，鏑木　直人，小田垣　悠，鴨田　直博，
平澤　陽介，鹿島　　剛，杉原　　亨，下平　憲治，
中神　義弘，並木　一典，堀口　　裕，大野　芳正，
中島　　淳，橘　　政昭
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耳鼻咽喉科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　病態生理の理解に基づいた，臨床に役立つ知識の獲得。臨床実習の場で診断に必要な検査や治療法を述べられる

ようにする。
「現 状 説 明」　臓器別講義は複数科が関与しているため，重複を避ける講義としている。従来は講義方法や資料の活用法が講師

により異なっていたため，統一化に努めている。5年生の臨床実習は 1週間と短期であり，座学を減らし，実臨
床に接する時間を増やした。6年生の臨床実習は 1カ月であり，病棟，手術とも臨床参加型とし，プレゼンテーショ
ンも行っている。

「点検・評価」　 5年生の臨床実習ではeポートフォリオによる日誌を活用している。6年性の臨床実習ではきめ細かな対話型とし，
問題点を自己抽出させることで理解度を評価している。

「改 善 方 策」　指導医と学生の距離感をさらに近くする工夫。これにより対話型による知識，学力評価や改善がより充実したも
のとなる。現在活用している eポートフォリオによる日誌の内容にも工夫を凝らしたい。

「目標・改善方策の達成度」　講座単位で講義方法を教員に指導し，学生からの意見をフィードバックする。臨床実習では学生に
興味をもたせ，自主的かつ積極的な勉強を促進する。

【研究】
「到 達 目 標」　臨床現場で出てきた疑問を大切にし，臨床問題解決型研究からエビデンスを構築することを目標とする。
「現 状 説 明」　症例数は多く，医局員は豊富な臨床経験を積んでいる。症例報告，後ろ向き研究は行われている。倫理委員会承

認を必要とする前向き研究は十分でない。
「点検・評価」　研究成果は論文になって初めて学術的意義がある。これを教室の方針としている。一方，学会発表のみの研究も

散在する。症例報告，原著論文に関わらず，全ての基礎・臨床研究成果を論文として完成させていく方針を徹底
する。

「改 善 方 策」　上級医が上記実践する。下から中級医に関してはある程度管理が必要。将来的には理論の整理，エビデンスの構
築に伴う楽しさを知り，自発的に行うようになるのが理想的である。

「目標・改善方策の達成度」　臨床経験から得た研究成果を論文にすることで，臨床医の懐が深くなり，医師としてより成熟でき
ることを体験させる。そして研究の楽しさと充実を実感させたい。掲載された論文は医局会で発表し，著者の努
力を讃えている。

【診療】
「到 達 目 標」　個々が高い技術を目指し，的確で高い水準かつ安全な診療を行う。医療連携を大事にし，地域に貢献できる診療

を行う。
「現 状 説 明」　外来診療は 9診を使用し，毎月約 500人の外来新患数となっている。急性感染症なども積極的に受け入れている。

手術は半日枠 12個 /週行っている。従来行われてきた人工内耳などの耳科手術，内視鏡による鼻科手術に加え，
頭頸部癌手術数が増加している。それに伴い分子標的薬含めた薬物療法，放射線療法も増加している。

「点検・評価」　 週に 3回，水曜日朝，木曜日朝，夕に教室内総合カンファレンスを行っている。術前は手術適応と術式の妥当性，
安全性を検討している。術後は手術時間，出血量含めた手術所見を全員で討論し，フィードバックしている。外
来での問題症例，診断困難症例は主治医がプレゼンテーションし，全員で検討している。これらを通して，医療
安全に関する高い意識を持つようにしている。また，これに加え各領域ごとのカンファレンスも行っている。

「改 善 方 策」　教室内の風通しを良くし，難治症例，問題症例や手技上の問題点などを皆で共有する風土を作る。報告，連絡，
相談を大切にする。

「目標・改善方策の達成度」　大学病院としての責務である高い水準の医療を提供するために，医療連携を大切にする。近隣かか
りつけ医で対応できる状況となった場合，逆紹介も積極的に行う。手術枠は慢性的に不足している。市中病院と
の連携をより充実させ，大学病院診療に適した手術を選択したい。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　一般社会において普遍的な耳鼻咽喉科疾患が十分に認知されることで，疾患の早期発見および治癒率向上を図る。
「現 状 説 明」　大学病院の市民公開講座として数年に一度講演を行っている。聴覚人工内耳センターとしても 6ヶ月に一度，人

工内耳使用患者と家族との相談会を行っている。更に不定期であるが，各学会主催の公開講座の講師を医局スタッ
フが担当する機会もある。

「点検・評価」　現状では一般社会への啓蒙の機会が十分ではない。公開講座も単発的な企画で終わっているのが現状である。
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「改 善 方 策」　日々の臨床で出会う患者さんを大切にし，望んでいる情報，講演内容を把握する。医療連携を通して啓蒙活動を
企画する。

「目標・改善方策の達成度」　大学病院として一般社会へ啓蒙する機会を増やす。花粉症，かぜ症候群などの季節性のある疾患に
ついては流行前に公開講座を企画する。死因の主たる癌については定期的な公開講座を企画する。

I.　著書
1. 人工内耳：耳鼻咽喉科エキスパート
ナーシング改訂第 2版

南江堂，144-148, 2015 河野　　淳，河口　幸江

2. 口腔咽頭の臨床　第 3版 / 手術手技 5　
経口的ロボット支援手術（Transoral 
Robotic Surgery）

（口腔・咽頭科学会）医
学書院，184-185, 2015

清水　　顕

II.　学術論文
A1. Randomized Phase III Trial of Adjuvant 

Chemotherapy with S-1 after Curative 
Treatment in Patients with Squamous-
Cell Carcinoma of the Head and Neck
（ACTS-HNC）

PLoS One 10：e0116965，
2015（IF=3.234）

Tsukahara K,  et al

2. Clinical study of tympanostomy tube 
placement for patients with intractable 
Meniere disease

J Laryngol Otol 129：120-

125, 2015（IF=0.7）
Ogawa Y,  Otsuka K,  Hagiwara A,  Inagaki T,  Shimizu S,  
Nagai N,  Itani S,  Saito Y,  Suzuki M

3. Sex Differences in Pitch Range and 
Speech Fundamental Frequency After 
Arytenoid Adduction and Thyroplasty

J Voice 30：362-370, 2015
（IF=1.242）

Konomi U,  Watanabe Y*,  Komazawa D*

4. Features of Vocal Fold Adductor Paralysis 
and the Management of Posterior Muscle 
in Thyroplasty

J Voice 30：234-241, 2015
（IF=1.242）

Konomi U,  Tokashiki R,  Hiramatsu H,  Motohashi R,  
Sakurai E,  Toyomura F,  Nomoto M,  Kawada Y,  Suzuki 
M

5. The Comparison of Thyroarytenoid Mus-
cle Myectomy and Type II Thyroplasty 
for Spasmodic Dysphonia

J Voice [Epub ahead of 
print], 2015（IF=1.242）

Nomoto M,  Tokashiki R,  Hiramatsu H,  Konomi U,  
Motohashi R,  Sakurai E,  Toyomura F,  Ueda Y,  Inoue S,  
Tsukahara K,  Suzuki M

6. Single injection of basic fi broblast growth 
factor to treat severe vocal fold Iesions 
and vocal fold paralysis

Laryngoscope 125：E338-

344, 2015（IF=2.272）
Kanazawa T*,  Komazawa D*,  Indo K*,  Akagi Y*,  Lee Y*,  
Nakamura K,  et al

7. Application of cervical epidural anesthe-
sia in patients with head and neck carci-
noma

Int Canc Conf J 4：122-

126, 2015
Sato H,  Tsukahara K,  Motohashi R,  Endo M,  Nakamura 
K

8. Magnifying endoscopy with narrow band 
imaging to determine the extent of resec-
tion in transoral robotic surgery of oro-
pharyngeal cancer

Case Rep Otolaryngol：
Epub, 2014

Tateya I*,  Ishikawa S*,  Morita S*,  Ito H,  et al

9. 内視鏡下鼻内涙嚢鼻腔吻合術を施行
した多発顔面骨骨折による鼻涙管閉
塞例

耳鼻臨床 108：619-624，
2015

大塚　康司，柴田　元子，太田　陽子，河口　幸江，
矢富　正徳，清水　雅明，北村　剛一，鈴木　　衞

10. 血液透析管理下に人工内耳手術を
行った 5症例

耳展 58：84-90, 2015 西山　信宏，河野　　淳，萩原　　晃，河口　幸江，
池谷　　淳，鈴木　　衞

11. 内転型痙攣性発声障害に対する甲状
披裂筋切除術

喉頭 26：93-98, 2015 本橋　　玲，渡嘉敷亮二，平松　宏之，野本　剛輝，
許斐　氏元，櫻井恵梨子，豊村　文将，塚原　清彰，
鈴木　　衞

12. cN0と診断された局所進行下咽頭癌の
術前 FDG-PET/CTと術後病理所見の
比較検討

日気食会報 66：198-202, 
2015

本橋　　玲，塚原　清彰，佐藤　宏樹，遠藤　　稔，
中村　一博
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13. 急性中耳炎から内耳障害を生じた症
例の検討

Otology Japan 25：225-

231, 2015
永井　賀子，小川　恭生，上田　百合，萩原 　晃，
河口　幸江，河野　　淳，鈴木　　衞

14. 外切開を要した深頸部膿瘍の検討 耳 鼻 臨 床 108：71-77, 
2015

勝部　泰彰，塚原　清彰，本橋　　玲，遠藤　　稔，
佐藤　宏樹，上田　百合，中村　一博，藤井　　毅，
鈴木　　衞

15. 奨励賞受賞：初診時に蜂巣炎のみで
あった深頸部感染症例の検討

日気食会報 66：208-213, 
2015

平澤　一浩，塚原　清彰，本橋　　玲，遠藤　　稔，
佐藤　宏樹，上田　百合，中村　一博

16. 同一頭位で 2相性眼振がみられた頭位
めまい症例

Equilibrium Res 74：184-

190, 2015
市村　彰英，鈴木　　衞，小川　恭生，大塚　康司

17. 耳鼻咽喉科診療所におけるめまい症
例の検討

Equilibrium Res 74：274-

281, 2015
市村　彰英

18. メニエール病患者における鼓膜温変
化－気候との関連も含めて－

練馬医学会誌 22：75-85, 
2015

北島　尚治，北島　明美*，北島　清治*

19. 成人期に人工内耳埋込み術を施行し
た髄膜炎後難聴症例の検討

耳展 58：75-82, 2015 池谷　　淳，河野　　淳，萩原　　晃，西山　信宏，
河口　幸江，白井　杏湖，依田　明治*

20. 声帯ポリープ・声帯結節の病変面積と
手術前後の音声機能との検討

日 耳 鼻 118：1212-1219, 
2015

國枝千嘉子*，金澤　丈治*，駒澤　大吾*，李　　庸学*，
印藤加奈子*，赤木　祐介*，中村　一博，他 3名

B1. Epoch-making Treatment with Transoral 
Robotic Surgery for Oropharyngeal Carci-
noma（review）

Current Cancer Therapy 
Reviews 11：27-32, 2015
（IF=1.242）

Shimizu A,  Suzuki M,  Krishnan S*,  Yokoyama J*

2. トピックス　VEMPにて検出される
BPPVの耳石器障害

Equilibrium Res 74：
41-43, 2015

大塚　康司

3. カラー図説　鼻腔サルコイドーシス 耳 鼻 臨 床 108：10-11, 
2015

大塚　康司

4. 気管食道科領域における経口的鏡視
下低侵襲治療　～　咽喉頭領域にお
ける経口的ロボット支援手術

日気食会報 66：319-325, 
2015

清水　　顕

5. 小児の睡眠時無呼吸症候群の治療 小 児 科 56：1755-1763, 
2015

北村　剛一

C1. A Case of Endoscopic Dacryocystorhinos-
tomy for Nasolacrimal Duct Obstruction 
Secondary to Sarcoidosis

Pract Otol（Kyoto）Suppl 
141：2-3, 2015

Otsuka K,  Shimizu M,  Shibata M,  Okayoshi Y,  Araki S,  
Ogawa Y,  Kitamura K,  Suzuki M

2. 喉頭摘出術後咽頭皮膚瘻に咽頭
チューブを使用した 1例

日気食会報 66：31-35, 
2015

遠藤　　稔，塚原　清彰，本橋　　玲，佐藤　宏樹，
勝部　泰彰，中村　一博

3. 意識障害を来した蝶形骨洞炎におけ
る硬膜外膿瘍の 1例

耳展 58：99-105, 2015 白井　杏湖，大塚　康司，小川　恭生，河口　幸江，
波岡那由太，小山　俊一，赤井　知高，羽生　春夫，
鈴木　　衞

4. 小児顎下腺粘表皮癌例 耳 鼻 臨 床 108：45-49, 
2015

上田　百合，塚原　清彰，中村　一博，本橋　　玲，
遠藤　　稔，佐藤　宏樹，鈴木　　衞

5. IP療法および同時併用放射線療法に
て治療を行った上顎洞小細胞癌例

耳鼻臨床 108：139-144, 
2015

上田　百合，小川　恭生，清水　　顕，伊藤　博之，
鈴木　　衞

6. 化学放射線療法を施行した副鼻腔小
細胞癌例

耳鼻咽喉科臨床 108：
725-731, 2015

田村　理恵，清水　　顕，鈴木　　衞

7. 重篤な合併症を併発した放射線性喉
頭壊死の 1症例

頭頸部外科 25：79-84, 
2015

武田　淳雄，清水　　顕，船戸　宣利，野本　剛輝，
勝部　泰彰，田村　理恵，伊藤　博之，鈴木　　衞

8. 巨大顎下腺唾石症と巨大扁桃結石症
の併発例

口腔・咽頭科 28：219-

223, 2015
平澤　一浩，塚原　清彰，本橋　　玲，中村　一博，
遠藤　　稔，岡吉　洋平，鈴木　　衞

III.　学術刊行物
A1. 耳鼻咽喉科の疾患・症候別薬物療法良
性発作性頭位めまい症

JOHNS 31：1221-1223, 
2015

小川　恭生
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2. 耳石器機能検査－cVEMP, oVEMP－ 医学のあゆみ 255：733-

737, 2015
小川　恭生

3. 加齢変化による音声障害 JOHNS 31：1663-1667, 
2015

中村　一博

4. 痙攣性発声障害 JOHNS 31：1659-1662, 
2015

本橋　　玲，上田　百合，渡嘉敷亮二

5. 人工内耳の知識 update/人工内耳手術
の合併症と再手術

ENTONI  181：72-78 , 
2015

白井　杏湖，河野　　淳

6. 脳血管障害によるめまい JOHNS 30：1067-1071, 
2014

平澤　一浩，小川　恭生，鈴木　　衞

B1. 耳鼻咽喉科学のパイオニア　世界編
耳科学 7：William F House

J O H N S  3 1：11 0-11 3 , 
2015

鈴木　　衞

2. 人工内耳 第 29回日本耳鼻咽喉科
学会専門医講習会テキス
ト 118：806-809，2015

河野　　淳

3. 化学放射線治療のストレス J O H N S  3 1：3 5 5-3 5 8 , 
2015

清水　　顕

4. 症例をどうみるか　腎細胞癌が頭頸
部転移をきたした 2例

JOHNS 31：261-263，
2015

勝部　泰彰，鈴木　　衞

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Pathopysiology of BPPV 13th Asia-oceania ORL-

HNS Congress（2015.3.19-

22）Taipei, Taiwan

Suzuki M

2. Impact of arytenoid adduction for unilat-
eral vocal fold paralysis

13th Asia-oceania ORL-

HNS Congress（2015.3.19-

22）Taipei, Taiwan

Tokashiki R

B1. Outpatient surgery under topical anesthe-
sia for vocal fold cysts

13th Asia-oceania ORL-

HNS Congress（2015.3.19-

22）Taipei, Taiwan

Shoji Y,  Tokashiki R,  Toyomura F,  Nomoto M,  Suzuki 
M

2. The eff ect of hyaluronic acid injection for 
unilateral vocal fold paralysis using dou-
ble-bent cathelin needle by thyro-hyoid 
approach

13th Asia-oceania ORL-

HNS Congress（2015.3.19-

22）Taipei, Taiwan

Nomoto M,  Tokashiki R,  Shoji Y,  Suzuki M

3. Cochlear implantation in patients  with 
drug induced hearing loss

The 10th Asia Pacifi c Sym-
pos ium on  Cochlea r 
Implants and Related Sci-
ences（2015.4.30-5.3）
Beijing, China

Ikeya J,  Kawano A,  Nishiyama N,  Kawaguchi S,  
Tomizawa A,  Keshino Y,  Nonami N,  Saito Y,  Ohashi M

4. Features of Unilateral Recurrent Nerve 
Adductor Branch Paralysis and the Need 
for Posterior Cricoarytenoid Muscle 
Resection in Thyroplastic Surgery

The Voice Foundation’s 
44TH Annual Symposium
（2015.5.26-31）Philadel-

phia, USA

Motohashi R,  Tokasiki R,  Konomi U,  Nomoto M,  Hira-
matsu H,  Sakurai E,  Toyomura F,  Ueda R,  Suzuki M

5. Management of thyroarytenoid muscle 
paralysis as a partial recurrent nerve pare-
sis

The Voice Foundation’s 
44TH Annual Symposium
（2015.5.26-31）Philadel-

phia, USA

Konomi U,  Tokashiki R,  Masanobu K,  Hiramatu H,  
Motohashi R,  Sakurai E,  Toyomura F,  Nomoto T,  
Suzuki M

6. Why arytenoid adduction is a must for 
unilateral vocal fold paralysis?

The Voice Foundation’s 
44TH Annual Symposium
（2015.5.26-31）Philadel-

phia, USA

Tokashiki R,  Hiramatsu H
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7. Impact of arytenoid adduction for unilat-
eral vocal fold paralysis

The Voice Foundation’s 
44TH Annual Symposium
（2015.5.26-31）Philadel-

phia, USA

Tokashiki R,  Hiramatsu H

8. Salvage surgery in patients with head and 
neck squamous carcinoma treated with 
bioradiotherapy

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Kondo T,  Sasaki T*,  Kawabata K*,  Mitani H*,  Yonekawa 
H*,  Fukushima H*,  Shimbashi W*,  Seto A*,  Koizumi Y*,  
Kamiyama R*,  Ebina A*,  Fukuoka O*,  Yoshida K*,  Toshi-
yasu T*,  Nakano K*

9. Two Cases of Interstitial Pneumonia dur-
ing Treatment of Radiotherapy plus 
Cetuximab

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Motohashi R,  Tsukahara K,  Sato H,  Okada T,  Takeda A,  
Ogawa Y

10. Safety of cetuximab for Squamous Cell 
Carcinoma of the Head and Neck

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Okamoto I,  Shimizu A,  Sato H,  Katsube Y,  Saito Y,  
Hattori K,  Maruyama R,  Suzuki M

11. A case of drug induced interstitial pneu-
monitis after Cetuximab and radiotherapy 
treatment

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Sato H,  Okamoto I,  Shimizu A,  Katsube Y,  　Suzuki M

12. Prognostic Signifi cance of Immunohisto-
chemical Biomarkers in　Salivary Duct 
Carcinomas

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Takase S,  Tada Y,  Kawakita D,  Kano S,  Shimizu A,  
Ozawa H,  Tsukahara K,  Oogami K,  Sato Y,  Nagao T

13. Tongue cancer in which administration of 
UFT? alone has been able to control a pri-
mary tumor for more than three years

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Takeda A,  Tsukahara K,  Motohashi R,  Okada T,  Yatomi 
M,  Hirasawa K,  Ogawa Y

14. Cochlear implantation in children with 
Waardenburg Syndrome

12th European Symposium 
Pediatric Cochlear Implant
（2015.6.18-21）Toulouse, 

France

Kawano A,  Ikeya J,  Nishiyama N,  Shirai K,  Tomizawa 
A,  Keshino Y,  Nonami N,  Saito Y
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15. Pediatric cochlear reimplantation and 
revision surgery

12th European Symposium 
Pediatric Cochlear Implant
（2015.6.18-21）Toulouse, 

France

Ikeya J,  Kawano A,  Nishiyama N,  Kawaguchi S,  
Tomizawa A,  Keshino Y,  Nonami N,  Saito Y,  Yorita A*,  
Ohashi M*

16. Clinical analysis of inner ear disorders 
caused by acute otitis

30th Politzer Society Meet-
i n g（ 2 0 1 5 . 6 . 3 0-7 . 3）
Niigata, Japan

Nagai N,  Ogawa Y,  Ueda Y,  Hagiwara A,  Kawaguchi S,  
Kawano A,  Suzuki M

17. Stapes fi xation accompanied with abnor-
mal facial nerve pathway

30th Politzer Society Meet-
i n g（ 2 0 1 5 . 6 . 3 0-7 . 3）
Niigata, Japan

Inagaki T,  Kawano A,  Ogawa Y,  Shiromori M,  Ueda Y,  
Suzuki M

18. New theory of BPPV pathology “cristoli-
thiasis”－Otoconia attached to the crista 
ampullaris－

7th International sympo-
sium on meniere’s disease 
and inner ear disorders
（2015.10.17-20）Rome, 

Italy

Otsuka K,  Shiromori M,  Suzuki M,  Konomi U,  Inagaki 
T,  Simizu S,  NagaiN,  Ogawa Y

19. Spontaneous inversion of nystagmus with-
out a positional change in the horizontal 
canal variant of benign paroxysmal posi-
tional vertigo

7th International sympo-
sium on meniere’s disease 
and inner ear disorders
（2015.10.17-20）Rome, 

Italy

Ogawa Y,  Ichimura A,  Otsuka K,  Hagiwara A,  Inagaki 
T,  Shimizu S,  Nagai N,  Itani S,  Suzuki M

20. Eff ects of hearing dysfunction in BPPV 
patients

7th International sympo-
sium on meniere’s disease 
and inner ear disorders
（2015.10.17-20）Rome, 

Italy

Inagaki T,  Ogawa Y,  Otsuka K,  Nagai N,  Itani S,  
Suzuki M

21. Audiovestibular fi ndings in cerebellopon-
tine angle tumor

7th International sympo-
sium on meniere’s disease 
and inner ear disorders
（2015.10.17-20）Rome, 

Italy

Nagai N,  Ogawa Y,  Hagiwara A,  Otsuka K,  Inagaki T,  
Shimizu S,  Itani S,  Suzuki M

22. Interstitial Lung Disease associated with 
Cetuximab for Patients with Head and 
Neck Carcinoma

13th Japan-Taiwan confer-
ence on Otolaryngology 
Head and Neck Suregery
（2015.12 .3-4）Tokyo, 
Japan

Sato H,  Okamoto I,  Shimizu A,  Takase S,  Tokashiki K,  
Ueda Y,  Tsukahara K

23. A Case of Primary Submandibular Gland 
Oncocytic Carcinoma

13th Japan-Taiwan confer-
ence on Otolaryngology 
Head and Neck Suregery
（2015.12 .3-4）Tokyo, 
Japan

Tokashiki K,  Motohashi R,  Nakamura K,  Tsukahara K

国内学会
A1. 頭頸部領域における FOCUS®の実践
テクニック

第 25回日本頭頸部外科
学会総会（2015.1.29-30）
大阪

塚原　清彰

2. 人工内耳手術 第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

河野　　淳

3. 経口的ロボット支援手術 香川県耳鼻咽喉科医会　
秋の研修会（2015.9.27）
香川

清水　　顕
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4. 音声回復技術とその成績：片側声帯病
変に対する喉頭枠組み手術

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

渡嘉敷亮二

5. HARMONIC FOCUSR を用いた頸部廓
清術－外科医のこたわり・耳鼻科医の
こだわり－

第 48回日本甲状腺外科
学会（2015.10.30）東京

塚原　清彰

6. 披裂軟骨内転術の実際 第 6回大阪手術手技研究
会（2015.11.4）大阪

渡嘉敷亮二

7. 披裂軟骨内転術 2件 第 6回大阪手術手技研究
会（2015.11.4）大阪

渡嘉敷亮二

8. 生まれつきの重い難聴と耳鳴りの新
しい治療法

小石川医師会学術講演会
（2015.11.11）東京

河野　　淳

9. 下咽頭癌・喉頭癌に対するロボット支
援手術の経験と課題

第 8回喉頭機能温存治療
研究会（2015.11.21）東
京

清水　　顕

10. 頭頸部癌の治療戦略－薬物療法と手
術の役割－

第 63回広島頭頸部腫瘍
研究会（2015.11.27）広
島

塚原　清彰

11. 頭頸部癌の治療戦略 三鷹　頭頸部癌治療セミ
ナー（2015.12.2）東京

塚原　清彰

B1. めまい患者にみられる睡眠障害とそ
の背景因子についての検討

恵比寿地域連携の会
（2015.1.28）

許斐　氏元

2. 当院で経験したアレルギー性副鼻腔
真菌症の検討

恵比寿地域連携の会
（2015.1.28）

上田　百合

3. 右側下咽頭梨状陥凹瘻孔の 1例 第 25回日本頭頸部外科
学会総会（2015.1.29-30）
大阪

平澤　一浩，塚原　清彰，中村　一博，本橋　　玲，
上田　百合，遠藤　　稔，佐藤　宏樹，鈴木　　衞

4. Cetuximab併用放射線療法後，間質性
肺炎を併発した症例

第 25回日本頭頸部外科
学会総会（2015.1.29-30）
大阪

本橋　　玲，塚原　清彰，佐藤　宏樹，遠藤　　稔，
岡田　拓朗，白井　杏湖，平澤　一浩，中村　一博

5. 頭頸部癌に対する根治的放射線療法
における急性期有害事象の発症と救
済術後の SSIとの関連に関する検討

第 25回日本頭頸部外科
学会総会（2015.1.29-30）
大阪

近藤　貴仁，他 13名

6. 頭頸部手術の変化－エナジーデバイ
スと気管食道シャント法

第 73回新都心 ENT研究
会（2015.1.31）東京

塚原　清彰

7. 当科における鼻閉改善手術のあゆみ 第 73回新都心 ENT研究
会（2015.1.31）東京

髙田　大輔

8. 5mmEndoWrist を使用した Transoral 
robotic sugeryの経験

第 7回日本ロボット外科
学会総会（2015.2.7）東
京

清水　　顕，伊藤　博之，鈴木　　衞

9. Functional MRIを用いた痙攣性発声障
害患者における脳活動の検討－ボツ
リヌムトキシン注射前後の比較をま
じえて－

第 27回本喉頭科学会総
会（2015.4.9-10）東京

上田　百合，渡嘉敷亮二，平松　宏之，許斐　氏元，
櫻井恵梨子，豊村　文将，野本　剛輝，鈴木　　衞

10. スキューバダイビング後に生じる圧
変動性めまい（alternobaric vertigo）に
ついて

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

北島　尚治，北島　明美*，北島　清治*

11. BPPV症例における聴覚障害の影響の
検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

稲垣　太郎，小川　恭生，大塚　康司，萩原　　晃，
永井　賀子，井谷　茂人，鈴木　　衞
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12. 多施設共同による唾液腺導管癌の後
方視的観察研究－生存率および予後
因子に関する検討－

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

大塚　邦憲*，多田雄一郎*，川北　大介*，花澤　豊行*，
加納　里志*，清水　　顕，今西　順久*，小澤　宏之*，
塚原　清彰，他 4名

13. 小脳橋角部腫瘍における聴覚検査・内
耳機能検査の検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

永井　賀子，小川　恭生，萩原　　晃，大塚　康司，
稲垣　太郎，清水　重敬，井谷　茂人，田村　理恵，
河野　　淳，鈴木　　衞

14. 片側声帯麻痺における健側披裂軟骨
の過内転－3DCTにおける新しい知見

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

櫻井恵梨子，平松　宏之，渡嘉敷亮二，本橋　　玲，
許斐　氏元，豊村　文将，野本　剛輝，鈴木　　衞

15. 膜迷路障害モデルにおける前庭各器
官の変化と可塑性について

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

許斐　氏元，鈴木　　衞，國場　寛子，吉濱　　勲，
大塚　康司，小川　恭生，稲垣　太郎，清水　重敬，
矢富　正徳

16. 乳突部骨導刺激による外眼筋電位 第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，清水　重敬，
永井　賀子，井谷　茂人，田村　理恵，河野　　淳，
鈴木　　衞

17. 咽喉頭癌に対する経口的ロボット支
援手術の安全性・有効性に関する多施
設臨床試験

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

楯谷　一郎*，石川　征司*，清水　　顕，藤原　和典*，
伊藤　博之，福原　隆宏*，平野　　滋*，北村　守正*，
坂本　達則*，岸本　　曜*，鈴木　　衞，他 2名

18. 補聴器や人工内耳の装用児の進路 第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

野村　直孝*，間　三千夫*，宝上　竜也*，中原　　啓*，
硲田　猛真*，河野　　淳，他 2名

19. 人工内耳手術における蝸牛内骨化症
例の検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

太田　陽子，河野　　淳，池谷　　淳，萩原　　晃，
西山　信宏，河口　幸江，鈴木　　衞

20. メニエール病患者における鼓膜温変
化－気候との関連も含めて－

第 22 回 練 馬 医 学 会
（2015.6.14）東京

北島　尚治，北島　明美*

21. 顎関節包の un block切除のために中頭
蓋底および下顎骨区域切除を行った
症例の嚥下・構音機能に関する検討

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

岡田　拓朗，塚原　清彰，本橋　　玲，小川　恭生

22. 眼振方向が多彩に変化した外側半規
管型良性発作性頭位めまい症の 1例

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，清水　重敬，
永井　賀子，井谷　茂人，河野　　淳，鈴木　　衞

23. 結核菌 IFN-γが陰性であった結核性中
耳炎の 1例

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

永井　賀子，萩原　　晃，白井　杏湖，丸山　　諒，
鈴木　　衞

24. 副鼻腔炎による複視が疑われた脳幹
梗塞の 1例

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

太田　陽子，許斐　氏元，河口　幸江，永井　賀子，
矢富　正徳，鈴木　　衞

25. 当院における嚥下外来の臨床検討 第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

渡嘉敷邦彦，清水　重敬，井谷　茂人，鈴木　　衞

26. めまい症の重症度と睡眠障害の関連
性について

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

許斐　氏元，小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，
清水　重敬，永井　賀子，井谷　茂人，田村　理恵，
鈴木　　衞

27. 鼻骨再建を行った鼻中隔癌の 1例 第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

丸山　　諒，佐藤　宏樹，清水　　顕，岡本　伊作，
勝部　泰彰，齊藤　　雄，鈴木　　衞

28. 頸部に発生した異所性過誤腫性胸腺
腫の 2例

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

近藤　貴仁，佐々木　徹*，川端　一嘉*，瀬戸　　陽*
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29. 経口的ロボット支援手術の初期臨床
研究報告

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

清水　　顕，伊藤　博之，岡本　伊作，勝部　泰彰，
佐藤　宏樹，齊藤　　雄，渡嘉敷邦彦，鈴木　　衞

30. 複数の閉塞部位の睡眠時無呼吸症候
群に対する UPPP＋ GAの効果の検討

第 40回日本睡眠学会定
期学術集会（2015.7.2-

7.3）宇都宮

北村　剛一，矢富　正徳，清水　雅明，岡吉　洋平，
服部　和裕，鈴木　　衞

31. めまい患者の愁訴，ライフスタイルと
睡眠障害の関連について

第 40回日本睡眠学会定
期学術集会（2015.7.2-

7.3）宇都宮

許斐　氏元，小川　恭生，大塚　康司，萩原　　晃，
稲垣　太郎，井谷　茂人，齊藤　　雄，鈴木　　衞

32. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群における
鼻・副鼻腔手術の検討

第 40回日本睡眠学会定
期学術集会（2015.7.2-

7.3）宇都宮

矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，清水　雅明，
岡吉　洋平，鈴木　　衞

33. 局所進行頭頸部癌に対する BRTの治
療成績

Expert Meeting H&N
（2015.7.13）東京

岡田　拓朗

34. 当院で経験したレミエール症候群の 2 
例

日本耳鼻咽喉科学会東京
都地方部会例会第 208回
学術講演会（2015.7.18）
東京

冨岡　亮太，清水　重敬，永井　賀子，勝部　泰彰，
高瀬聡一郎，田村　理恵，河野　　淳

35. 耳鼻科疾患での抑うつ症状尺度
（QIDS-SR）の有用性について

D e p r e s s i o n  s e m i n a r
（2015.8.7）東京

永井　賀子，小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，
清水　重敬，井谷　茂人，田村　理恵，鈴木　　衞

36. 人工内耳術後感染にて再手術した症
例の検討

第 3回耳鼻咽喉科感染症
学会・エアロゾル学会総
会（2015.9.3-4）札幌

河野　　淳，永井　賀子，塚原　清彰，池谷　　淳

37. OSASに対する舌根部と軟口蓋部のコ
ンビネーション手術の治療効果の検
討

第 28回日本口腔・咽頭
科学会総会（2015.9.10-

11）大阪

北村　剛一，矢富　正徳 ,  服部　和裕，岡吉　洋平，
鈴木　　衞，塚原　清彰

38. 小児 OSASにおける OSA-18の有用性
の検討

第 28回日本口腔・咽頭
科学会総会（2015.9.10-

11）大阪

矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，清水　雅明，
岡吉　洋平，塚原　清彰

39. 巨大顎下腺唾石症と巨大扁桃結石症
の併発例

第 28回日本口腔・咽頭
科学会総会（2015.9.10-

11）大阪

武田　淳雄，平澤　一浩，本橋　　玲，小川　恭生，
塚原　清彰

40. Endoscopic medial maxillectomyにて摘
出した上顎洞に発生した孤立性線維
性腫瘍例

第 54回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

大塚　康司，清水　雅明，高瀬聡一郎，岡吉　洋平，
矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，鈴木　　衞

41. 鼻中隔に発生した血管平滑筋腫例 第 54回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

北村　剛一，矢富　正徳，服部　和裕，大塚　康司，
鈴木　　衞，塚原　清彰

42. 蝶形骨洞嚢胞により鼻性視神経症を
きたした一例

第 54回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，大塚　康司，
清水　雅明，塚原　清彰

43. 内視鏡下に 4 hands surgeryにて摘出し
た若年性血管腺維腫の 1例

第 54回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

服部　和裕，矢富　正徳，萩原　　晃，大塚　康司，
北村　剛一，鈴木　　衞

44. ラバー負荷重心動揺検査におけるめ
まい診断の検討

第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

河口　幸江，許斐　氏元，庄司　佑介，鈴木　　衞

45. Sweep frequency tympanometryによる
耳小骨病変の診断

第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

稲垣　太郎，清水　重敬，永井　賀子，河野　　淳，
鈴木　　衞

46. 人工内耳手術における術前 CTでの難
易度評価

第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

清水　重敬，河野　　淳，萩原　　晃，永井　賀子，
鈴木　　衞

47. 突発性難聴における聴力改善の経過
と内耳機能検査の検討

第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

永井　賀子，萩原　　晃，小川　恭生，鈴木　　衞，
稲垣　太郎，清水　重敬，河口　幸江，河野　　淳

48. 学童期人工内耳装用例のアンケート
調査の検討

第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

白井　杏湖，河野　　淳，齋藤　友介，西山　信宏，
河口　幸江，池谷　　淳，鈴木　　衞
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49. 画像上骨破壊を呈した側頭骨炎症性
病変の 2例

第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

丸山　　諒，永井　賀子，萩原　　晃，河口　幸江，
許斐　氏元，太田　陽子，矢富　正徳，白井　杏湖，
河野　　淳

50. 人工内耳埋込み術 710例の検討 第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

河野　　淳，西山　信宏，河口　幸江，清水　重敬，
永井　賀子，白井　杏湖，池谷　　淳

51. 小児人工内耳機器故障症例の検討 第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

池谷　　淳，河野　　淳，白井　杏湖，西山　信宏，
河口　幸江

52. 東京ボイスセンターにおける変声障
害に対する音声治療について

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

早乙女　伴*，尾崎　千宝*. 丸重　晴香*，赤木　祐介*，
片平　信行*，金澤　丈治*，國枝千嘉子*，駒澤　大吾*，
鈴木　猛司*，中村　一博，他 2名

53. 80歳以上高齢者における音声障害症
例の VHI（Voice Handicap Index）の検
討

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

片平　信行*，赤木　祐介*，金澤　丈治*，國枝千嘉子*，
駒澤　大吾*，中村　一博，他 2名

54. 東京ボイスセンターにおける声帯炎
症疾患に対する声帯内トリアムシノ
ロンアセトニド注射（ケナコルト R）
注入術の検討

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

加藤　貴重*，駒澤　大吾*，片平　信行*，赤木　祐介*，
中村　一博，他 6名

55. インフルエンザ脳症に起因する摂食
嚥下障害に対してリハビリテーショ
ンが奏効した 1症例

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

井筒やよい*，赤沼　賢吾*，中村　友香*，竹内麻由子*，
小針　　恵*，中村　一博

56. 痙攣性発声障害例に対する甲状披裂
筋切除術と術前後の音声変化につい
て

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

許斐　氏元，野本　剛輝，渡嘉敷亮二，平松　宏之，
本橋　　玲，櫻井恵梨子，豊村　文将，上田　百合

57. fMRIによる痙攣性発声障害ボツリヌ
ムトキシン注射前後の脳活動検討

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

上田　百合，渡嘉敷亮二，平松　宏之，許斐　氏元，
櫻井恵梨子，豊村　文将，野本　剛輝，塚原　清彰

58. 学習障碍が誘因と考えられた機能性
難聴の 2症例

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

中原　　啓*，間　三千夫*，佐々木美奈*，硲田　猛真*，
河野　　淳

59. 当科で経験した自閉症児の縦断的研
究

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

間　三千夫*，佐々木美奈*，中原　　啓*，硲田　猛真*，
河野　　淳

60. 難聴中学生の機能的アウトカム測定
を企図した日本語版聴覚障害生徒向
け学級参加尺度（JCPQ）の信頼性と
妥当性の検討

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

齋藤　友介，冨澤　文子，芥野由美子，野波　尚子，
鮎澤　詠美，白井　杏湖，河野　　淳

61. 聴覚・人工内耳センター開設 7年間の
経過－15歳以下の小児の現状－

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

鮎澤　詠美，河野　　淳，冨澤　文子，芥野由美子，
野波　尚子，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
白井　杏湖，齋藤　友介

62. 人工内耳装用中学生の国語学力に及
ぼす小学校就学時の理解語彙力の影
響

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

冨澤　文子，河野　　淳，芥野由美子，野波　尚子，
鮎澤　詠美，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
白井　杏湖，齋藤　友介

63. 成人の両側人工内耳装用について 第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

野波　尚子，河野　　淳，冨澤　文子，芥野由美子，
鮎澤　詠美，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
永井　賀子，白井　杏湖，齋藤　友介

64. 人工内耳を装用する中学生の国語学
力に及ぼす要因の検討

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

白井　杏湖，齋藤　友介，冨澤　文子，芥野由美子，
野波　尚子，鮎澤　詠美，河野　　淳

65. Bluetooth接続による外部機器連動型
補聴器の使用経験

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

間　三千夫*，佐々木美奈*，中原　　啓*，野村　直孝*，
宝上　竜也*，硲田　猛真*，河野　　淳，他 1名
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66. 補聴器や人工内耳の装用児の進路 第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

野村　直孝*，間  三千夫*，佐々木美奈*，中原　　啓*，
宝上　竜也*，硲田　猛真*，河野　　淳，他 1名

67. Med-El社製人工内耳の mappingにお
ける T-level設定の意義

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

中原　　啓*，間　三千夫*，佐々木美奈*，野村　直孝*，
宝上　竜也*，硲田　猛真*，河野　　淳，他 1名

68. 当センターにおける新生児聴覚スク
リーニング検査偽陽性児の検討

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

鮎澤  詠美，河野　　淳，冨澤　文子，芥野由美子，
野波　尚子，南雲　麻衣，河口　幸江，西山　信宏，
永井　賀子，白井　杏湖，齋藤　友介

69. NHS Refer以外の理由で受診した小児
難聴例の検討

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

野波　尚子，河野　　淳，冨澤　文子，芥野由美子，
鮎澤　詠美，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
永井　賀子，白井　杏湖，齋藤　友介

70. 難聴中学生の学級における機能的ア
ウトカム－補聴手段と教育の場から
みた検討－

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

齋藤  友介，冨澤　文子，芥野由美子，野波　尚子，
鮎澤　詠美，白井　杏湖，河野　　淳

71. 人工内耳装用児の就学以前における
語彙力の検討

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

冨澤　文子，河野　　淳，芥野由美子，野波　尚子，
鮎澤　詠美，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
白井　杏湖，齋藤　友介

72. 外側半規管型 BPPV治療 第 5 回 外 側 半 規 管 型
B P P V 研 究 会
（2015.10.24）東京

小川　恭生

73. 残存聴力活用型人工内耳（EAS）を施
工した 2症例

第 32回東京医科大学医
療連携カンファレンス
（2015.11.5）東京

岩澤　　敬

74. 重症閉塞性睡眠時無呼吸症に対して
外科的治療が有効であった 1症例

第 32回東京医科大学医
療連携カンファレンス
（2015.11.5）東京

服部　和裕

75. 頭頸部表在がんの診断と治療 第 32回東京医科大学医
療連携カンファレンス
（2015.11.5）東京

佐藤　宏樹

76. 多摩めまいカンファレンス 第 1回多摩めまいカン
ファレンス（2015.11.9）
東京

小川　恭生

77. 経口的ロボット手術後に追加治療が
必要となった症例の検討

第 67回日本気管食道科
学会総会（2015.11.19-20）
福島

清水　　顕，岡本　伊作，勝部　泰彰，佐藤　宏樹，
渡嘉敷邦彦，上田　百合，服部　和裕，黄川田乃威，
伊藤　博之，塚原　清彰

78. 当院における 60 mm カテラン針を用
いた外来日帰り音声手術

第 67回日本気管食道科
学会総会（2015.11.19-20）
福島

豊村　文将，渡嘉敷亮二，塚原　清彰

79. 咽頭喉頭頸部食道摘出術または喉頭
摘出術に対し術後放射線治療を行っ
た症例の甲状腺機能に関する検討

第 67回日本気管食道科
学会総会（2015.11.19-20）
福島

小島　理央，塚原　清彰，本橋　　玲，岡田　拓朗，
矢富　正徳，勝部　泰彰，武田　淳雄，小川　恭生

80. 圧変動性めまい（alternobaric vertigo）
を伴ったスクーバダイバーの耳管機
能について

第 61回日本宇宙航空環
境 医 学 会 大 会
（2015.11.20）東京

北島　尚治，北島　明美*，北島　清治*

81. Transoral Robotic Surgery の導入と展望 第 7回日本耳鼻咽喉科手
術支援ロボット研究会
（2015.11.20）福島

清水　　顕

82. 聴神経腫瘍手術前後の頭部傾斜感覚 第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

小川　恭生



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 439S

83. 水平回転刺激による卵形嚢耳石遊離
実験　－正常および内耳障害モデル
での検討－

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

大塚　康司，城守　美帆，鈴木　　衞，許斐　氏元，
稲垣　太郎，清水　重敬，永井　賀子，小川　恭生

84. ウシガエル循環障害モデルにおける
耳石器の形態変化

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

稲垣　太郎，鈴木　　衞，大塚　康司，許斐　氏元，
小川　恭生，清水　重敬，永井　賀子，井谷　茂人

85. めまい診療におけるラバー負荷重心
動揺検査の有用性の検討

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

河口　幸江，許斐　氏元，庄司　佑介，鈴木　　衞

86. 耳鼻科疾患での抑うつ症状尺度
（QIDS-SR）の有用性について

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

永井　賀子，小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，
清水　重敬，井谷　茂人，田村　理恵，鈴木　　衞

87. 特発性良性発作性頭位めまい例にお
ける睡眠障害の関与について

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

許斐　氏元，小川　恭生，大塚　康司，北村　剛一，
稲垣　太郎，永井　賀子，井谷　茂人，齊藤　　雄，
鈴木　　衞，塚原　清彰

88. 中枢所見を欠く上眼瞼向き垂直性頭
位眼振症例

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

市村　彰英，大塚　康司，稲垣　太郎，清水　重敬

89. 呼吸運動によってめまいを生じた耳
管開放症例

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

北島　尚治，北島　明美*

90. 前半規管型 BPPV にいわゆる short-
arm 型 BPPV を伴った頭位めまい症例

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

市村　彰英，大塚　康司，稲垣　太郎，清水　重敬

91. 声帯病変に対する屈曲カテラン針を
用いた表面麻酔下外来手術

第 15回世田谷区医師会
医学会（2015.12.5）東京

上田　百合，渡嘉敷亮二，平松　宏之，許斐　氏元，
本橋　　玲，櫻井恵梨子，豊村　文将，野本　剛輝，
塚原　清彰

92. 当科における中下咽頭表在癌の診断
と治療

第 15回世田谷区医師会
医学会（2015.12.5）東京

佐藤　宏樹，塚原　清彰，岡本　伊作，清水　　顕，
渡嘉敷邦彦，上田　百合

93. 重症閉塞性睡眠時無呼吸症に対して
外科的治療が有効であった 1症例

第 15回世田谷区医師会
医学会（2015.12.5）東京

黄川田乃威，北村　剛一，服部　和裕，矢富　正徳，
大塚　康司，塚原　清彰

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 奨励賞受賞：初診時に蜂巣炎のみで
あった深頸部感染症例の検討

第 74回日本めまい平衡
医学会（2015.11.25）岐
阜

平澤　一浩

B1. 睡眠時無呼吸症候群について～鼻の
役割と治療について～

サノフィーアベンティス
社 内 レ ク チ ャ ー
（2015.1.22）東京

北村　剛一

2. 喉頭・嚥下手術手技・講師 第 2回耳鼻咽喉・頭頸部
外科手術手技研修（東北
大学　厚生労働省「平成
26年度手術手技向上研
修事業」） （2015.2.16）宮
城

中村　一博

3. 声の病気・音声障害の外科治療～悪い
声は手術でここまで直る！～

戸田中央総合病院第 28
回 市 民 公 開 講 座
（2015.5.2）埼玉

中村　一博

4. 新生児聴覚検査と最新の聴覚医療に
ついて－本当に知ってほしい知識と
支援－

品川区母子保健研修会
（2015.5.18）東京

河野　　淳
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5. 先天性風しん症候群難聴と難聴治療・
療育について

川崎市風疹対策講演会
（2015.6.5）神奈川

河野　　淳

6. 難聴児の医療と療育 相模原市乳幼児健康診
査・母子保健事業スタッ
フ向け研修会（2015.6.29）
神奈川

河野　　淳

7. あなたのめまいはどこから 第 22回厚生中央病院『健
康セミナー』（2015.7.25）
東京

上田　百合

8.「継」自己研鑽の継続　後進への継承 美 蕾  119：17, 2015
（2015.9.20）東京

塚原　清彰

9. 頭頸部癌に関する栄養管理の知識習
得

大塚製薬工場社内研修会
（2015.10.13）東京

塚原　清彰

10. アレルギー性鼻炎について 鳥居薬品社内講演会
（2015.10.13）東京

北村　剛一

11. 人工内耳の現状と課題－最近のト
ピックス：変わったこと，変わらない
こと－

第 28回さっぽろ子ども
の聞こえ相談ネットワー
クを作る会（2015.11.7）
北海道

河野　　淳

12. 難聴児の医療と療育～早期発見・早期
療育のためにできること

東京都大塚ろう学校母子
保 健 研 修（2015.12.11）
東京

河野　　淳

13. 新生児聴覚スクリーニングと難聴児
の医療や療育について

板橋区保健師向け研修会
（2015.12.14）東京

河野　　淳

産科婦人科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　学部教育では産婦人科的診断，検査，治療の体系および原理を学習理解する。臨床実習を通して医師としての産

婦人科患者に対する好ましい対応態度と正しい倫理観を身につける。大学院教育ではエビデンスに基づいて論理
的に診断・治療を組み立てて行く能力を養うとともに，柔軟な思考力，実行力を養う。

「現 状 説 明」　臨床実習ではクルズスを行い，各人臨床チームに配属され教育を受けている．その中で症例を与えられ，その患
者を通して疾患の理解を深めている。また，症例検討会に参加し，幅広く理解を深めている。

「点検・評価」　臨床実習最後に試験および懇談会を行い，学生の理解度を確認，評価している。学生の取り組む姿勢や学会等の
関係上，学習内容に斑ができることがある。

「改 善 方 策」　テキスト内容の統一化や指導係の安定化を図るように一層努力していく。
「目標・改善方策の達成度」　専任の指導係を配置し，指導内容の均一化を図っている。
【研究】
「到 達 目 標」　与えられた研究テーマに対して，指導スタッフのもと基礎研究又は臨床研究を行い，学会発表および論文執筆す

る。
「現 状 説 明」　大学院 4年間での博士号取得を目指しているが，最低でも 7年以内に取得するようにしている。
「点検・評価」　各自研究会を年に 2から 3回，医局内で発表することで，評価，検討している。
「改 善 方 策」　臨床に多くの時間を取られてしまい研究に十分な力を注げないことが多いため，臨床体制の見直しを行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　大学院生は一定期間，臨床を受け持たない時期を設け，研究に集中できる環境の整備を行っている。
【診療】
「到 達 目 標」　新宿，中野，杉並，世田谷区の基幹病院として診療レベルの維持向上を図る。
「現 状 説 明」　日本の婦人科では最も早くロボット手術を導入し，患者に優しい医療を実践している。また，広汎性卵巣癌手術

に取り組み，がん患者の予後改善を図っている。
「点検・評価」　人的および時間的制約により全ての患者に満足の行く医療を提供できていないかもしれない。
「改 善 方 策」　より多くの施設で同じレベルの医療が出来るよう，医局員を始め，部外の医療者に対しても積極的に指導を行っ

て行く。
「目標・改善方策の達成度」　手術見学を広く受け入れ，また直接出向くことで部外者への指導を行っている。
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【社会貢献】
「到 達 目 標」　患者も一緒に考え，病気に対して積極的に取り組める社会作り。
「現 状 説 明」　西新宿産婦人科セミナーを年に 2から 3回主催し，地域医療の維持向上に一役買っている。
「点検・評価」　外来診療中では十分に説明できていない。
「改 善 方 策」　より幅広い知識の普及を目指し，市民公開講座や勉強会等の機会を増やしたい。
「目標・改善方策の達成度」　地域医療者向けの勉強会や市民公開講座を開催出来なかった。

II.　学術論文
B1. 子宮筋腫に対する低侵襲治療　小切
開による子宮筋腫摘出術

日本産科婦人科学会雑誌 
67（5）：1428-1434, 2015

伊東　宏絵

C1. 再発時に神経内分泌癌への分化をき
たしたと思われる子宮体癌の 1例

東京産科婦人科学会会誌 
64（2）：159-164, 2015

鷲田　貴一，大村　涼子，向田　一憲，森竹　哲也，
佐川　泰一，西　　洋孝，寺内　文敏，井坂　惠一

2. 重症妊娠悪阻に伴うWernicke脳症を
発症した 1例

東京産科婦人科学会会誌 
64（2）：297-301, 2015

林　　茂空，長谷川　瑛，原田　紋奈，忽那ともみ，
小暮健二郎，嶋田　秀仁，向田　一憲，井坂　惠一

3. 成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化と鑑別
を必要とした子宮脂肪平滑筋腫の 1例

東京産科婦人科学会会誌 
64（3）：489-493, 2015

山中　善太，和氣　清美，大村　涼子，向田　一憲，
佐川　泰一，寺内　文敏，井坂　惠一

4. 分娩時出血性ショック後，早期に発症
した Sheehan症候群の 1例

東京産科婦人科学会会誌 
64（4）：586-590, 2015

秋津　憲佑，長谷川　瑛，林　　茂空，和気　清美，
嶋田　秀仁，向田　一憲，井坂　惠一

D1. 子宮筋腫に対する低侵襲治療　前文 日本産科婦人科学会雑誌 
67（5）：2015

井坂　惠一

III.　学術刊行物
A1. 学会好事　第 7回日本ロボット外科学
会

リッチヒルメディカル，
Urolody Today 22（2）：
56-57, 2015

井坂　惠一，佐川　泰一

B1. 悪性腫瘍における腹腔鏡下手術・ロ
ボット手術の展望

臨床婦人科産科 69（3）：
340-344, 2015

井坂　惠一

2. ロボット手術リレー連載（第 4回）産
婦人科領域

日本コンピュータ外科学
会 誌 16（4）：353-355, 
2015

井坂　惠一

3. 胎盤蛋白 PP13と PP14を中心に蛋白
の概要と測定意義および臨床的意義
について

産科と婦人科 82（9）：
999-1003, 2015

井坂　惠一

4. 婦人科ロボット支援手術「施設基準，
ライセンス取得」

Medical View, OGS now 
21（2）：8-13, 2015

井坂　惠一

5. 婦人科ロボット支援手術「経費と先進
医療申請」

Medical View, OGS now 
21（2）：14-17, 2015

井坂　惠一

6. 婦人科ロボット支援手術「傍大動脈リ
ンパ節郭清」

Medical View, OGS now 
21（2）：154-163, 2015

井坂　惠一

7. 婦人科ロボット支援手術「肥満患者で
の子宮体癌手術」

Medical View, OGS now 
21（2）：82-89, 2015

伊東　宏絵

8. 婦人科ロボット支援手術「ロボット手
術と合併症対策」

Medical View, OGS now 
21（2）：172-177, 2015

伊東　宏絵

9. 第 108回　医師国家試験問題解説書　
国試 108

医学評論社，国試 108, 
2015

井坂　惠一

10. ロボット手術の現況と展望 南江堂，産科婦人科疾患　
最新の治療 2016-2018：
25-27, 2015

伊東　宏絵

11. ロボット支援手術の展開 産科と婦人科 82（11）：
1266-1270, 2015

伊東　宏絵
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Robotic surgery for uterine cancer 2015 AGAGE Laparo-

scopic Gynecologic oncol-
ogy Surgery & Hands-on 
Workshop（2015.3.27）
Shanghai

Isaka K

2. Gasless laparoscopic myomectomy with-
out electromechanical morcellation

The 20th Seoul Interna-
t i o n a l  S y m p o s i u m
（2015.9.19）Seoul

Isaka K

3. Robot-assisted nerve sparing radical hys-
terectomy

International Robotic Sym-
p o s i u m  L i v e  2 0 1 5
（2015.10.31）Seoul

Isaka K

4. Pelvic node dissection International Robotic Sym-
p o s i u m  L i v e  2 0 1 5
（2015.11.1）Seoul

Isaka K

5. Gasless laparoscopic myomectomy with-
out electromechanical morcellation

1st MIGO & 6th CA-

AMIGO（2015.11.13）
Guangzhou

Isaka K

6. Reverse parallel docking technique for 
robot-assisted uterine cancer surgery

1st MIGO & 6th CA-

AMIGO（2015.11.13）
Guangzhou

Terada H

国内学会
A1. 子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術の

Dienogest療法と GnRHアナログ療法
の有効性の比較

第 36回日本エンドメト
リ オ ー シ ス 学 会
（2015.1.24）東京

高江洲陽太郎

2. 当科における腹腔鏡下子宮腺筋症切
除術の成績

第 36回日本エンドメト
リ オ ー シ ス 学 会
（2015.1.24）東京

佐川　泰一，伊東　宏絵，和気　清美，嶋田　秀仁，
大村　涼子，石川　貴久，長谷川　瑛，向田　一憲，
加藤　利奈，井坂　惠一

3. 婦人科ロボット手術における当科の
課題克服への取り組み

第 7回日本ロボット外科
学会（2015.2.7）東京

井坂　惠一

4. ロボット支援手術　先進医療の現状
と今後の展望

第 7回日本ロボット外科
学会（2015.2.7）東京

井坂　惠一

5. 進行卵巣癌手術　－腫瘍進展に応じ
た戦略と実際－

第 3回高知産婦人科周術
期セミナー（2015.2.13）
高知

寺内　文敏

6. 指定発言：RSC 第 9回日本骨盤臓器脱手
術学会（2015.3.7-8）東
京

西　　洋孝

7.「IT化時代におけるロボット手術の現
状と課題」婦人科領域におけるロボッ
ト手術の現状と将来展望

第 29 回 医 学 会 総 会
（2015.4.12）京都

井坂　惠一

8.「ロボット外科最前線：放射線科医は
知っておくべきポイント」婦人科医の
立場から

第 74回日本医学放射線
学会総会（2015.4.18）横
浜

井坂　惠一

9. 術者に優しい腹腔鏡手術をめざして 岐阜産婦人科内視鏡外科
フォーラム（2015.4.29）
岐阜

井坂　惠一

10. 婦人科ロボット手術の現況と将来 北大産婦人科同門会臨床
セミナー（2015.5.9）札
幌

井坂　惠一
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11. 卵巣癌を考える～その発生・組織細胞
所見・治療～

第 56回日本臨床細胞学
会総会（2015.6.13）松江

寺内　文敏

12. 卵巣がん術後化学療法開始時期と予
後

第 12回婦人科がん会議
（2015.6.26）軽井沢

寺内　文敏

13. ロボット支援神経温存広汎子宮全摘
術

第 25回骨盤外科機能温
存研究会（2015.6.27）米
子

井坂　惠一

14. 今，骨盤臓器脱（POP）が新しい
～ロボット支援下仙骨腟固定術（RSC）
を中心に～

第 4回北九州ウィメンズ
ヘ ル ス フ ォ ー ラ ム
（2015.7.10）北九州

西　　洋孝

15. 術者に優しい腹腔鏡下手術をめざし
て

第 599回宮城産科婦人科
学会集談会（2015.7.18）
仙台

井坂　惠一

16. 周術期合併症予防について 第 2 回 卵 巣 が ん Spar-
kling Surgery 研 究 会
（2015.7.25）東京

寺内　文敏

17. 悪性腫瘍に対する腹腔鏡手術 北海道婦人科腫瘍学会
（2015.7.25）北海道

井坂　惠一

18. 子宮体癌術後肝再発 第 4 回 Cancer board
（2015.7.28）東京

寺内　文敏

19. ロボット手術 第 9回産婦人科サマース
ク ー ル 2015（2015.8.1）
美ヶ原

井坂　惠一

20. 卵巣癌根治術・摘出困難部位へのアプ
ローチ法の工夫

婦人科がん手術研究会
（2015.8.6）盛岡

寺内　文敏

21. 子宮頸がん・診断と予防 平成 27年度がんの診断
と治療に関する研修会
（2015.9.2）東京

寺内　文敏

22. 子宮頸がん・外科手術 平成 27年度がんの診断
と治療に関する研修会
（2015.9.2）東京

加藤　利奈

23. 子宮頸がん・化学療法 平成 27年度がんの診断
と治療に関する研修会
（2015.9.2）東京

西　　洋孝

24. ロボット支援手術：術者のアドバン
テージと今後の展望

第 55回日本産科婦人科
内視鏡学会（2015.9.10）
横浜

伊東　宏絵

25. 技術認定医コンセンサスミーティン
グ

第 55回日本産科婦人科
内視鏡学会（2015.9.10）
横浜

伊東　宏絵

26. LSCと RSC ～術式によるメリットと
デメリット～

第 55回日本産科婦人科
内視鏡学会（2015.9.10-

12）横浜

西　　洋孝

27. 術者に優しい標準的腹腔鏡手術をめ
ざして

和歌山医大産婦人科同門
会（2015.9.26）和歌山

井坂　惠一

28. Easy learning laparoscopic surgery 長崎産婦人科学術講演会
（2015.10.6）長崎

井坂　惠一

29. 婦人科悪性腫瘍に対するロボット手
術

第 37回神奈川産婦人科
内視鏡研究会（2015.10.7）
横浜

井坂　惠一
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30. 婦人科領域におけるロボット支援下
手術～逆パラレルドッキングや RSC
の施行経験～

第 29回日本泌尿器内視
鏡学会総会（2015.11.19-

21）東京

西　　洋孝

31. 再発卵巣癌に対する外科的治療－適
応と実際－

第 38回日本産婦人科手
術学会（2015.11.29）東
京

寺内　文敏

32. 卵巣がん・腹膜がんの手術 第 2回日本婦人科腫瘍学
会研修会（2015.12.5）東
京

寺内　文敏

33. ロボット支援下による神経温存広汎
子宮全摘術

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.10）
大阪

井坂　惠一

34. ドッキング法の標準化～安全な腟式
操作に向けて～

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.10）
大阪

伊東　宏絵

35. 婦人科ロボット手術の新展開 京 都 内 視 鏡 研 究 会
（2015.12.12）京都

井坂　惠一

B1. 子宮内膜症と不妊症：今後の治療戦略 第 36回日本エンドメト
リ オ ー シ ス 学 会
（2015.1.24）東京

由島　道郎，小島　淳哉，高江洲陽太郎，羽田野景子，
永光　雄造，森　　麻子，伊東　宏絵，井坂　惠一

2. 傍大動脈リンパ節郭清における逆パ
ラレルドッキング法の開発

第 7回日本ロボット外科
学会（2015.2.7）東京

加藤　利奈，伊東　宏絵，林　　茂空，吉田　梨恵，
大石　康文，寺田　秀昭，大村　涼子，森竹　哲也，
佐川　泰一，井坂　惠一

3. 成熟嚢胞性奇形種の悪性転化と鑑別
を必要とした子宮脂肪平滑筋腫の 1例

第 373回東京産科婦人科
学会例会（2015.2.28）東
京

山中　善太，和氣　清美，大村　涼子，向田　一憲，
佐川　泰一，寺内　文敏，井坂　惠一

4. TVM手術後の再発と子宮頸部の大き
さは相関するか ?

第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

小暮健二郎，西　　洋孝，向田　一憲，佐川　泰一，
井坂　惠一

5. 当院で経験した子宮体部漿液性腺癌
14例の免疫組織学的検討

第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

石川　貴久，寺内　文敏

6. ロボット支援下骨盤神経温存広汎子
宮全摘術の有用性に関する検討

第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

加藤　利奈，伊東　宏絵，小野　理貴，大村　涼子，
森竹　哲也，佐川　泰一，西　　洋孝，寺内　文敏，
井坂　惠一

7. 子宮体がんにおけるエコサージェ
リー

第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

大石　康文，伊東　宏絵，石川　貴久，森竹　哲也，
寺内　文敏，井坂　惠一

8. 再発卵巣癌に対する SDS（secondary 
debulking surgery）の予後因子に関す
る検討

第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

大村　涼子，寺内　文敏，鈴木　二郎*，森竹　哲也，
斎藤　元章*，加藤　利奈，佐川　泰一，高野　浩邦*，
山田　恭輔*，佐々木　寛*，岡本　愛光*，井坂　惠一

9. HIV感染精液におけるウィルス洗浄の
効果検討（密度勾配溶剤の影響）

第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

由島　道郎，久慈　直昭，嶋田　秀仁，長谷川　瑛，
伊東　宏絵，田中　　守*，浜谷　敏生*，吉村　泰典*，
井坂　惠一

10. 日本の非配偶者間人工授精（AID）に
おける出自を知る権利の課題～海外
の経緯と現状から考える～

第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

小塙　理紗，長谷川　瑛，嶋田　秀仁，長谷川芙美子，
伊東　宏絵，久慈　直昭，井坂　惠一

11. 経腹的アプローチによる頸管縫縮術 第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

吉田　梨恵，大村　涼子，向田　一憲，寺内　文敏，
井坂　惠一
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12. Isofl avones improve implantation factor 
in human endometrial glandular cell

第 67回日本産科婦人科
学 会 学 術 講 演 会
（2015.4.9）横浜

小島　淳哉，長谷川　瑛，伊東　宏絵，井坂　惠一

13. 筋腫・肉腫の術前診断 第 18回西新宿産婦人科
研究会（2015.5.22）東京

吉田　梨恵

14. 子宮肉腫に対する手術方法 第 18回西新宿産婦人科
研究会（2015.5.22）東京

大石　康文

15. 分娩時出血性ショック後，早期に発症
した Sheehan症候群の 1例

第 374回東京産科婦人科
学会例会（2015.5.23）東
京

秋津　憲佑，長谷川　瑛，林　　茂腔，和気　清美，
嶋田　秀仁，向田　一憲，井坂　惠一

16. 妊娠中に深部静脈血栓症を発症し，プ
ロテイン S欠乏を認めた 2例

東 京 脈 管 研 究 会
（2015.5.28）東京

忽那ともみ，長谷川　瑛，吉田　梨恵，永光　雄造，
久慈　直昭，井坂　惠一

17. 良性転移性平滑筋腫を伴った広範囲
な播種性腹膜平滑筋腫症の 1例

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

長谷川朋也，小島　淳哉，佐川　泰一，西　　洋孝，
伊東　宏絵，寺内　文敏，井坂　惠一

18. GSK3βinhibitorsによる子宮内膜癌発
現抑制効果の検討：PI3K経路阻害に
よる発癌抑制効果について

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

森竹　哲也，井坂　惠一，藤東　淳也*

19. 逆パラレルドッキング法を用いたロ
ボット支援下腹腔鏡手術

第 6回城西婦人科腫瘍懇
話会（2015.6.10）東京

寺田　秀昭

20. HIV陽性男性と HIV陰性女性の生殖
医療における最近の動向

第 129回関東連合産科婦
人科学会総会（2015.6.20）
東京

山田　千晶，大石　康文，嶋田　秀仁，長谷川　瑛，
伊東　宏絵，久慈　直昭，花房　秀次，小島　賢一，
高桑　好一，加藤　真吾，親泊あいみ，井坂　惠一

21. 外陰部まで進展を来した子宮体部未
分化癌の一例

第 129回関東連合産科婦
人科学会総会（2015.6.20）
東京

吉益　　怜，寺田　秀昭，林　　茂空，小塙　理紗，
大石　康文，大村　涼子，佐川　泰一，寺内　文敏，
井坂　惠一

22. 子宮体部類内膜腺癌に子宮頸部漿液
性腺癌が重複し，術前診断に苦慮した
1例

第 129回関東連合産科婦
人科学会総会（2015.6.20）
東京

山中　善太，隅蔵　智子*，髙橋　健太*，竹原　也恵*，
石川　光也*，池田　俊一*，加藤　友康*，吉田　　裕*，
吉田　正行*

23. 経腹的頸管縫縮術を施行し生児を得
た 2例

第 51回日本周産期・新
生児医学会（2015.7.10）
福岡

大村　涼子，向田　一憲，吉田　梨恵，小島　淳哉，
寺内　文敏，井坂　惠一

24. ロボット支援下子宮体癌根治術 2年後
に傍大動脈リンパ節転移が診断され
た子宮体癌の一例

第 57回日本婦人科腫瘍
学会（2015.8.7）盛岡

大村　涼子，加藤　利奈，吉田　梨恵，石川　貴久，
佐川　泰一，西　　洋孝，伊東　宏絵，寺内　文敏，
井坂　惠一

25. いまだに起こるWernicke脳症～妊娠
悪阻を契機に発症した一例～

第 39回日本産婦人科栄
養・ 代 謝 研 究 会
（2015.8.21）東京

山田　千晶，長谷川　瑛，永光　雄造，伊東　宏絵，
野平　知良，久慈　直昭，井坂　惠一

26. 双胎妊婦が AFD児を出産するための
至適体重増加量の検討

第 39回日本産婦人科栄
養・ 代 謝 研 究 会
（2015.8.22）東京

上野　啓子，長谷川　瑛，寺田　秀昭，永光　雄造，
伊東　宏絵，久慈　直昭，井坂　惠一

27. 妊娠中に使用した漢方が有効であっ
た 2症例

新都心 KAMPO フォー
ラム（2015.8.26）東京

永光　雄造

28. 当院における小切開による子宮筋腫
核出術の検討

第 28回日本小切開・鏡
視外科学会（2015.9.5）
福岡

土田奈々枝，伊東　宏絵，永藤　純子，加藤　利奈，
佐川　泰一，井坂　惠一

29. 卵巣腫瘍に対する小切開手術の検討 第 28回日本小切開・鏡
視外科学会（2015.9.5）
福岡

吉益　　怜，佐川　泰一，土田奈々枝，大石　康文，
森竹　哲也，加藤　利奈，西　　洋孝，伊東　宏絵，
寺内　文敏，井坂　惠一

30. 吊り上げ法による TLHでの ENSEAL
の使用経験

第 55回日本産科婦人科
内視鏡学会（2015.9.10）
横浜

高江洲陽太郎，由島　道郎，上野　啓子，小島　淳哉，
加藤　利奈，向田　一憲，伊東　宏絵，井坂　惠一　
向田　利一
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31. 芸術的な子宮筋腫細切方法 第 55回日本産科婦人科
内視鏡学会（2015.9.10）
横浜

向田　一憲，楚南　侑子*，林　　茂空，下向　麻由*，
永井　康一*，若林　玲南*，鈴木　理絵*，奥田　美加*，
窪田　與志*，高江洲陽太郎，井坂　惠一，栃尾　　梓*

32. 子宮内卵巣同時妊娠に対し腹腔鏡下
手術を行い生児を得た 1症例

第 55回日本産科婦人科
内視鏡学会（2015.9.10）
横浜

藤東　淳也*，藤東　猶也*，藤東　淳朗*，寺田　秀昭，
大石　康文

33. 術者に易しい吊り上げ法による腹腔
鏡下子宮体がん手術

第 55回日本産科婦人科
内視鏡学会（2015.9.10）
横浜

加藤　利奈，寺田　秀昭，石川　貴久，森竹　哲也，
佐川　泰一，西　　洋孝，伊東　宏絵，井坂　惠一

34. 大量腹水を伴う骨盤子宮内膜症の 1例 第 375回東京産科婦人科
学会例会（2015.9.19）東
京

堺　　洋佑，寺田　秀昭，小野　理貴，森竹　哲也，
佐川　泰一，寺内　文敏，井坂　惠一

35. 腹腔鏡下腫瘍摘出後 3年後に腹腔内多
発再発を来した性索間質様成分を伴
う低悪性度内膜間質肉腫の一例

第 130回関東連合産科婦
人 科 学 会 総 会
（2015.10.24）千葉

秋津　憲佑，加藤　利奈，吉田　梨恵，大石　康文，
永光　雄造，佐川　泰一，西　　洋孝，伊東　宏絵，
寺内　文敏，井坂　惠一

36. 妊娠中に両耳側半盲をきたし，脳下垂
体ラトケ嚢胞が疑われた一例

第 130回関東連合産科婦
人 科 学 会 総 会
（2015.10.24）千葉

林　　茂空，奥田　美加*，楚南　侑子*，下向　麻由*，
永井　康一*，若林　玲奈*，栃尾　　梓*，向田　一憲，
高山　智子*，鈴木　理絵*，窪田　輿志

37. 小児癌の転移性卵巣腫瘍の 1例－当院
における大腸癌の卵巣転移症例の予
後も踏まえて－

第 130回関東連合産科婦
人 科 学 会 総 会
（2015.10.24）千葉

高見澤重篤，小林　真弓*，竹原　也恵*，髙橋　健太*，
隅蔵　智子*，石川　光也*，池田　俊一*，髙橋　直樹*，
本間　義崇*，吉田　　裕*，渡邊　麗子*，加藤　友康*

38. 子宮体部漿液性腺癌の臨床・病理学的
検討

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.29）京都

石川　貴久，寺内　文敏，大石　康文，吉田　梨恵，
寺田　秀昭，小野　理貴，大村　涼子，森竹　哲也，
井坂　惠一

39. 血清 miR-100は子宮頸癌の早期発見
のマーカーとなりうる

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.29）京都

加藤　利奈，西　　洋孝，永光　雄造，佐々木　徹，
井坂　惠一

40. 再発卵巣がんの治療戦略　再発卵巣
癌の転帰に関する検討

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.29）京都

大村　涼子，寺内　文敏，鈴木　二郎*，斎藤　元章*，
加藤　利奈，田部　　宏*，佐川　泰一，高野　浩邦*，
山田　恭輔*，岡本　愛光*，井坂　惠一

41. 人工多能性幹細胞（iPS細胞）を用い
たトロホブラストへの分化誘導

第 23回日本胎盤学会学
術集会（2015.11.5）東京

小島　淳哉，阿久津英憲*，西　　洋孝，久慈　直昭，
井坂　惠一

42. 超音波エラストグラフィの産科的臨
床応用による新たな胎盤評価法の検
討

第 23回日本胎盤学会学
術集会（2015.11.5）東京

長谷川朋也，久慈　直昭，野竹　文章*，佐々木　徹，
小野寺高幹，清水　基弘，西　　洋孝，伊東　宏絵，
井坂　惠一

43. EGF受容体を介した絨毛外栄養膜細
胞の浸潤における低分子量 Gタンパ
ク質 Rap1の役割

第 23回日本胎盤学会学
術集会（2015.11.5）東京

吉江　幹浩*，田村　和広*，大石　健介*，石川　　源*，
中井　章人*，竹下　俊行*，井坂　惠一，桑原　直子*，
立川　英一*

44. Evaluation of gynecologic laparoscopic 
surgery using the subcutaneous abdominal 
wall lifting method in Tokyo Medical 
Univarsity Hospital

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

小野　理貴，長谷川　瑛，寺田　秀昭，永光　雄造，
伊東　宏絵，井坂　惠一

45. 子宮内腔良性腫瘍を有する不妊患者
の術前後における子宮内膜妊娠関連
因子の変動

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

田村　和広*，吉江　幹浩*，立川　英一*，小島　淳哉，
井坂　惠一

46. 再発卵巣癌に対する SDSと化学療法
の適応に関して　～多施設共同後方
視的検討～

第 28回婦人科オンコロ
ジ ス ト 若 手 の 会
（2015.11.25）東京

大村　涼子

47. 頸管縫縮困難例に経腹的に頸管縫縮
術を行い生児を得た 2例

第 38回日本産婦人科手
術学会（2015.11.28）東
京

小野　理貴，大村　涼子，吉田　梨恵，向田　一憲，
寺内　文敏，井坂　惠一
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48. 進行卵巣癌手術における横隔膜全層
切除後の再建法に関する検討

第 38回日本産婦人科手
術学会（2015.11.29）東
京

森竹　哲也，寺内　文敏，石川　貴久，大村　涼子，
加藤　利奈，佐川　泰一，井坂　惠一

49. 反復着床不全症例に対する新たな移
植方法の効果

第 74回西東京内分泌代
謝研究会（2015.12.7）東
京

長谷川朋也

50. 当科における腹腔鏡下子宮体がん手
術の検討

第 19 回産婦人科臨床
フォーラム（2015.12.18）
東京

小野　理貴，加藤　利奈，森竹　哲也，佐川　泰一，
西　　洋孝，伊東　宏絵，寺内　文敏，井坂　惠一

51. 胎児心奇形により Mirror症候群を発
症した 1例

第 376回東京産科婦人科
学 会 例 会（2015.12.19）
東京

山田　千晶，寺田　秀昭，永光　雄造，長谷川　瑛，
久慈　直昭，井坂　惠一

52. 当院での子宮鏡下手術症例における
術前投薬の検討

第 376回東京産科婦人科
学 会 例 会（2015.12.19）
東京

菅野　清美，羽田野景子，高田　淳子

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 相馬賞 日本胎盤学会（2015.11.1）

東京
長谷川朋也

麻 酔 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　安全で安心な周術期医療を提供するために必要な知識と技術，人間性の向上を目指します。
　　　　　　　当科の後期研修医教育では，麻酔管理学を中心とした麻酔管理の実際を徹底して学ばせ，麻酔科標榜医，さらに

は麻酔科専門医の資格取得を目指しています。
　　　　　　　また，サブスペシャリティーとして急性期医療の中心である集中治療専門医や終末期緩和医療にも対応でき，疼

痛管理にも長けたペインクリニック専門医の育成を目指しています。
　　　　　　　また，患者さんの治療プロセスに貢献し，患者さんの視線に立った良質で安全な医療を提供できるプロフェッショ

ナルな麻酔科医師を練成することを最大の目的としています。
　　　　　　　また，学生の臨床実習においてもその魅力を伝えるように努力しています。
「現 状 説 明」　手術室のスタッフが不足しているため初期研修医や学生に十分な時間を割くことが難しい時があります。
「点検・評価」　主任教授を始め各教室員が最大限努力して対応しています。
「改 善 方 策」　スタッフを増やすように各人ができるだけ研修医や学生に関わるように努力しています。
「目標・改善方策の達成度」　各教室員の努力が反映され，毎年スーパーポリクリでは 50名以上の応募が得られるまでに当科の

教育システム効果が波及して来ていると感じています。また，スーパーポリクリを経験した学生が麻酔科医とし
て入局するケースも増えてきています。

　　　　　　　教室のホームページを刷新して広く外部に広報する形を取っています。
　　　　　　　現状では，後期研修プログラムに沿って全員が研修を受ける形で習練し，プロフェッショナルな麻酔科医を目指

しています。
【研究】
「到 達 目 標」　当科では，虚血性脳障害のメカニズム，敗血症性脳症のメカニズム解析，人工呼吸の肺に及ぼす影響，慢性疼痛

の機序など様々な研究を行っています。基礎教室や研究所との連携により成果を出せるようにしたいと考えてい
ます。

「現 状 説 明」　できるだけ少ない時間を有効に使う形で基礎研究や臨床研究を推進しようと思っています。
「点検・評価」　臨床業務が忙しいため，各人が一定の時間を取って研究等を行うことが難しいが臨床研究を出来るだけ推進する

形で努力していています。
「改 善 方 策」　研究者に代わり，研究助手を採用することを認めていただいたため，かなり研究の効率が上がってくるものと思

われます。
「目標・改善方策の達成度」　少ない時間を有効に使う形で研究を進めています。科学研究費は，申請したその大半を獲得してい

ます。
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【診療】
「到 達 目 標」　安全で安心な周術期医療を提供するために必要な知識と技術，人間性の向上を目指します。
「現 状 説 明」　当科では，手術室麻酔，ICU，ペインクリニックおよび終末期緩和医療にも対応できるように心掛けています。
「点検・評価」　現状では少ないスタッフで 4 つの部門を最大限切り盛りしています。
「改 善 方 策」　スタッフを増やすように努力していきたいと思います。
「目標・改善方策の達成度」　外部への広報活動に加えて独自に麻酔科医を獲得するように努力しています。手術件数，ICU 入室

数は着実に増加し，ペインクリニック外来，緩和医療部の売り上げも増加しています。
　　　　　　　効率的な運用をさらに行っていきたいと思います。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　若手ペインクリニシャン育成のために神経ブロック手技研究会，ペインクリニック診断研究会等を行う形を取っ

ています。
「現 状 説 明」　ペイン外来の大瀬戸，西山が神経ブロック手技研究会を行いました。
「点検・評価」　現状ではまだ，ペインクリニックの認知度が高くありません。
「改 善 方 策」　より幅広い概念の普及を目指して広報等も用いて活動を行っていきたいと思います。
「目標・改善方策の達成度」　神経ブロック手技研究会は，定員数を超える申し込みがあり，引き続き継続することで若手ペイン

クリニシャンの育成を目指したいと考えます。

I.　著書
1. Neuroanesthesia and cerebrospinal 

protection,Molecular mechanisms of brain 
ischemia and its protection

Springer, 53-62, 2015 Uchino H,  Chijiiwa M,  Ogihara Y,  Elmer E*

（編：Uchino H,  Ushijima K*,  Ikeda Y* ）

2. Neuroprotective drugs 119-126 Murozono M
3. Role and management of intracranial 

pressure in neuroanesthesia
153-162 Ikeda Y*,  Uchino H,  Miyashita R

4. Anesthesia for intracranial vascular sur-
gery

303-320 Ogihara Y

5. Anesthetic management of spinal cord 
injury（unstable cervical spine）

405-416 Omi A,  Satomi K*

6. Brain protection and anesthetic manage-
ment during cardiac surgery

599-608 Miyata K,  Uchino H

7. Anesthesia for adult vascular surgery and 
cerebrospinal protection

609-618 Kakinuma T

8. Postoperative cognitive dysfunction after 
noncardiac surgery and neuroprotection

631-641 Miyashita R

9. Pain management in Neuroanesthesia 663-674 Fukui H
10. ECMO Extracorporeal Cardiopulmonary 

Support in Critical Care. 4th Edition
ECMO プロジェクト，
1-444, 2015

今泉　　均，他訳
（監：市場　晋吾*，落合　亮一*，竹田　晋浩*）

11. 慢性疼痛治療～現場で役立つオピオイ
ド治療薬の必須知識～，オピオイド治
療薬使用中の自動車運転，危険作業～

医薬ジャーナル社，180-

183, 2015
田上　　正（編：細川　豊史*）

12. ペインクリニック用語集　改訂第 4版 真興交易，2015 田上　　正，中谷　俊彦*，長櫓　　巧*，西江　宏行*，
森脇　克行*，山本　達郎*，日本ペインクリニック学
会用語委員会（稲垣　喜三*，川股　知之*，
荻原　正洋*，小幡　英章*，鈴木　孝浩*）

13. ER・ICU スタッフ必携マニュアル，
ショック管理『CAP, CAPI とは ?』

南江堂，45-46, 2015 今泉　　均
（編：今泉　　均，升田　好樹*，巽　　博臣*）

14. ショック管理『補助循環（IABP と
PCPS）の適応と施行方法』

57-58 今泉　　均

15. 循環器『急性大動脈解離の分類』 162-163 今泉　　均
16. 麻酔科学レビュー，内視鏡手術の麻酔 総 合 医 学 社，167-172, 

2015
荻原　幸彦（監修：天羽　敬祐*）
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17. 麻酔科医の為の周術期の薬物療法，③
グリセロール，④マンニトール 3-4. 
利尿薬 3章

中山書店，278-283, 2015 荻原　幸彦，内野　博之（編：川真田樹人*）

18. まれな疾患の麻酔，もやもや病 1. 中
枢・末梢神経疾患

文光堂，22-23, 2015 荻原　幸彦，内野　博之
（編：高崎　眞弓*，河本　昌志*，木内　恵子*，他）

19. 無カタラーゼ血症 7. 肥満・栄養・代
謝疾患

280 荻原　幸彦，西山　遼太

20. IgA腎症　8. 腎・泌尿器疾患 298 荻原　幸彦，石田　裕介
21. ビジュアル　麻酔の手引，第 98章 頭
蓋内圧モニタリング，急性頭蓋内圧亢
進 Part VII.　脳神経外科麻酔 /神経集
中治療

メディカルサイエンス・
インターナショナル，
361-365, 2015

荻原　幸彦（監修訳：大畑めぐみ*，本田　　完*）

22. 臨床に役立つ神経障害性痛の理解，頚
部疾患のインターベンショナル治療

文光堂， 102-103, 2015 西山　隆久，大瀬戸清茂（編：井関　雅子*）

23. 救急・集中治療ガイドライン，脳梗塞
の治療指針

総合医学社 関根　秀介，内野　博之，荻原　幸彦
（編：岡本　和文*）

24. 漢方医人列伝（ラジオ日経 2010.2.24
放送），第 14回　吉益南涯（よします
なんがい）

協和企画，80-85, 2015 矢数　芳英（監修：小曽戸　洋*）

25. 第 31回　矢数道明（やかずどうめい） 183-190 矢数　芳英

II.　学術論文
A1. Diverse and tissue specifi c mitochondrial 

respiratory response in a mouse model of 
sepsis-induced multiple organ failure

Shock 2015 ［Epub ahead 
of print］

Karlsson M*,  Hara N,  Morota S,  Sjövall F*,  Kilbaugh T*,  
Hansson MJ*,  Uchino H,  Elmér E*

2. Metabolomic analyses of brain tissue in 
sepsis induced by cecal ligation reveal 
specific redox alterations -protective 
eff ects of the oxygen radical scavenger 
edaravone

S h o c k  （6）：5 7 8-5 8 4 , 
2015

Hara N,  Chijiiwa M,  Yara M,  Ishida Y,  Ogihara Y,  
Inazu M*,  Kuroda M*,  Karlsson M*,  Sjovall F*,  Elmér E*,  
Uchino H

3. Insulin and the brain. A sweet relationship 
with intensive care

J Intensive Care Med 2015 
J u l y  1 2 . p i i：
0 8 8 5 0 6 6 6 1 5 5 9 4 3 4 1 . 
〔Epub ahead of print〕

Bilotta F*,  Lauretta MP*,  Tewari A*,  Haque M*,  Hara N,  
Uchino H,  Rosa G*

4. The E3 ligase synoviolin controls body 
weight and mitochondrial biogenesis 
through negative regulatin of PGC-1β

EMBO J 34（8）：1042-

1055, 2015
Fujita H*,  Yagishita N*,  Aratani S*,  Fujita T*,  Morota S,  
Yamano Y*,  Hanss1on M*,  Inazu M*,  Kubota H*,  Sudo K*,  
Sato E*,  Kawahara K*,  Nakajima F*,  Hasegawa D*,  Higu-
chi I*,  Sato T*,  Araya N*,  Usui C*,  Nishioka K*,  Nakatani 
Y*,  Maruyama I*,  Usui M*,  Hara N,  Uchino H,  Elmer E*,  
Nishioka K*,  Nakajima T*

5. Molecular and functional characterization 
of choline transporter in the human tro-
phoblastic cell line JEG-3 cells

Placenta 36：631-637, 
2015

Yara M,  Iwao S,  Hara N,  Yamanaka T,  Uchino H,  Inazu 
M

6. Effects of setting a heat moisture 
exchanger fi lter in a vertical position on 
water accumulation in low-fl ow anesthe-
sia

J Clin Anesth 27（1）：
84-86, 2015

Hirabayashi G*,  Furukawa Y,  Takahashi N*,  Maeda R*,  
Kaneko H,  Ogihara Y,  Omi A

7. 全身麻酔薬プロポフォールによるミ
トコンドリア断片化抑制作用

東 医 大 誌 73（3）：268-

275, 2015
鈴木　森香，内野　博之，加藤　大樹*

8. 敗血症性ショック症例に対する PMX-

DHP治療の予後改善効果の検討
エンドトキシン血症救命
治療研究会誌 19（1）：
36-39, 2015

今泉　　均，升田　好樹*，織田　成人*
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9. 徹底分析シリーズ「麻酔のリスクマネ
ジメント」WHO『手術安全チェック
リスト』の実践的活用法～中規模総合
病院と大学病院に導入した経験から

LiSA21：344-350, 2015 近江　明文，寺井由香子*，野口　　将

10. 経痛の当科での治療法－神経ブロッ
クを中心に－

ペインクリニック 36
（3）：294-301, 2015

西山　隆久，福井　秀公，大瀬戸清茂

B1. 脳救急医学と脊髄・新生児脳障害 虚
血性脳障害とミトコンドリア機能不
全

脳循環代謝 26（2）：155-

161, 2015
内野　博之，原　　直美，石田　裕介，長島　史明，
西山　遼太，鎌田　早紀，小平　亜美，白澤　一弘，
荻原　幸彦

2. 腹臥位換気を自施設で始めるための
体制整備と方法

INTENSIVIST 7（1）：
86-91, 2015

今泉　　均，升田　好樹*

3. Open lung approach はどのように使わ
れるか ?

呼 吸 器 ケ ア 13（2）：
98-103, 2015

今泉　　均

4.【Sepsis－最新知見と治療戦略】初期
蘇生輸液と輸血

救 急 医 学 39（2）：149-

156, 2015
今泉　　均，宮下　亮一

5. 脳低温管理 救急・集中治療27（5・6）：
347-354, 2015

今泉　　均

6. 基礎的な人工呼吸モード 第 40回日本呼吸療法医
学会セミナーテキスト
（神戸）59-76, 2015

今泉　　均

7. プロ・バンサイン ®錠（プロパンテ
リン臭化物）

ペインクリニック 36
（9）：1253-1255, 2015

福井　秀公，大瀬戸清茂

8. トフィソパム（グランダキシン ®） ペインクリニック 36
（10）：1375-1377, 2015

福井　秀公，大瀬戸清茂

9. 血管内治療の麻酔 臨 床 麻 酔 39（2）：189-

195, 2015
柿沼　孝泰，内野　博之

10. Choice of Analgesics and Sedatives－適
切な鎮痛薬，鎮静薬選択の重要性

ICU と CCU 39（2）：
91-101, 2015

関根　秀介，今泉　　均

11. 漢方の歩き方 レーダーチャートで読
み解く痛みの治療戦略　第 14回ゆる
めて流れをスムーズにする

LiSA 22（1）：86-92, 2015 矢数　芳英

12. 漢方の歩き方 レーダーチャートで読
み解く痛みの治療戦略　第 15回ここ
ろもゆるめる

LiSA 22（3）：286-295, 
2015

矢数　芳英

13. 漢方の歩き方「補う」 LiSA 22（4）：402-410, 
2015

矢数　芳英

14. 漢方の歩き方「清ます（さます）その
1」

LiSA 22（6）：586-591, 
2015

矢数　芳英

15. 漢方の歩き方「清ます（さます）その
2」」

LiSA 22（7）：710-717, 
2015

矢数　芳英

16. 漢方の歩き方「臨床応用編：緊張型頭
痛・片頭痛」

LiSA 22（9）：938-948, 
2015

矢数　芳英

17. 漢方の歩き方「臨床応用編：緊張型頭
痛」

LiSA 22（10）：1038-1048, 
2015

矢数　芳英

18. 漢方の歩き方「臨床応用編：三叉神経
痛」

LiSA 22（12）：1260-1268, 
2015

矢数　芳英

C1. Dexmedetomidine-based intravenous 
sedation of a Glucose-6-phosphate Dehy-
drogenase defi ciency defi ciency patient

International Poster Journal 
of Dentistry and Oral Med-
icine, Quintessencr Piblish-
ing Poster 919, 2015

Takahashi N*,  Ogawa T*,  Sato Y*,  Takahashi M*,  Matsu-
mura T*,  Fukayama H*,  Omi A

2. 神経伝導検査により診断した術後横
隔神経麻痺の 2症例

日 集 中 医 誌 22（1）：
49-50, 2015

数馬　　聡*，升田　好樹*，今泉　　均，巽　　博臣*，
後藤　京子*，高橋科那子*，今井　富裕*，山蔭　道明*
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3. 経管投与可能な粘度調整流動食ア
キュア R VF-E の ICU における使用経
験

日 集 中 医 誌 22（1）：
59-60, 2015

巽　　博臣*，升田　好樹*，今泉　　均，後藤　京子*，
高橋科那子*，数馬　　聡*，山蔭　道明*

4. ビデオ胸腔鏡下手術による頻回のド
レナージにより救命し得た降下性壊
死性縦隔炎の 1例

麻酔と蘇生 51（1・2）：
1-4, 2015

長南　新太*，升田　好樹*，巽　　博臣*，数馬　　聡*，
後藤　京子*，高橋科那子*，宮島　正博*，今泉　　均

5. プロカルシトニン異常高値を示した
重症レジオネラ肺炎の一救命例

日集中医誌 22：549-550 
2015

数馬　　聡*，升田　好樹*，小林　　巌*，望月　宏樹*，
木村　慶信*，今泉　　均，住田　臣造*，山蔭　道明*

6. 麻酔管理中に原因不明の気道出血が
発生した一症例

日本救命医療学会雑誌
29 ：75-80, 2015

室園美智博，長島　史明，安藤　千尋，武田　明子，
柳田　国夫*

7. Refeeding症候群により心停止を来し
たが，集学的治療により救命し得た神
経性食思不症の 1例

日本救命医療学会雑誌
22（1）：43-48, 2015

長島　史明，池田　寿昭*，池田　一美*，小野　　聡*，
上野　琢哉*，須田　慎吾*

8. 僧帽弁形成術直後に溶血性貧血を認
め再形成術を施行した 1症例

麻酔 64：761-763, 2015 富野美紀子，宮田　和人，竹下　裕二，金子　恒樹，
金澤　裕子，内野　博之

D1. 痛みの悪循環を神経ブロックで緩和
「痛みのコントロールを目指すペイン
クニック」

朝日新聞出版社『首 腰 
膝 の い い 病 院 2016』， 
2015

大瀬戸清茂

2. 巻頭言；手術室に患者安全文化を根付
かせよう～医療事故調査制度の施行
にあたって

臨 床 麻 酔 39（9）：1227, 
2015

近江　明文

3. 論文抄訳（Himal L, Anthony LC, Oliv-
ier G, et al：Effi  cacy of an adjuvanted 
herpes zoster subunit maccine in older 
adults. N Engl J Med  372：2087-2096, 
2015）

ペインクリニック 36
（9）：721-728, 2015

山本　亜矢，大瀬戸清茂

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. 日本における重症敗血症に対する血
液浄化療法～多施設大規模研究と臨
床治療

第 7回中国全国重症急性
血液浄化大会（2015.7.10-

12）中国

今泉　　均

2. Diagnosis and treatment of Chronic Pain 2015年遼寧省疼痛学分
会 第 七 回 学 術 会 議
（2015.7.18 ）中国・新陽

大瀬戸清茂

B1. The usefulness of endotoxin assay for 
early diagnosis of sepsis

第 35 回世界集中治療救
急医学会（2015.3.17-20）
ベルギー・ブリュッセル

関根　秀介，今泉　　均，益本憲太郎，内野　博之

2. The involvement of Mitochodria-medi-
ated Mechanism for the Pathogenesis of 
Sepsis-associated Encephalopathy on 
Cecal Ligation and Puncture model in 
Mice

Euroanaesthesia 2015
（2015.5.30-6.2）Berlin

原　　直美，千々岩みゆき，Elmer E*,  内野　博之

3. A successful case of using extracorporeal 
membrane oxygenation following percu-
taneous cardiopulmonary support for car-
diopulmonary arrest due to extreame air-
way obstruction by massive hemoptysis

APELSO2015（The 2nd 
Conference of Asioan-

Pacifi c Chapter of Extra-
corporeal Life Support　
Organization）（2015.7.17-

18）Kyoto

Kazuma S*,  Imaizumi H,  Masuda Y*,  Tatsumi H*,  Taka-
hashi K*,  Goto K*,  Toshida S*,  Katayama Y*,  Yamakage 
M*
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4. Dexmedetomidine-based intravenous 
sedation of a Glucose-6-phosphate dehy-
drogenase defi ciency pediatric patient ：A 
case report

2nd joint Congress of 
DGMKG and BDO,32nd 
Annual Congress of BDO 
& 14th International Den-
tal Congress on Anesthesia, 
Sedation and Pain control 
of IFDAS（2015.10.8-10）
Berlin

Takahashi N*,  Ogawa T*,  Sato Y*,  Takahashi M*,  Matsu-
mura T*,  Fukayama H*,  Omi A

国内学会
A1. シンポジウム『敗血症大規模臨床研究
と PMX-DHP』敗血症性ショックに対
する PMX-DHP の予後改善効果の検
討～Sepsis Registryを基にした多施設
大規模研究～

第 19回日本エンドトキ
シン血症救命治療研究会
（2015.1.23-24）仙台

今泉　　均，升田　好樹*，織田　茂人*

2. 特別講演『切れ目のない緩和ケアのた
めに』

松波総合病院緩和医療研
究会（2015.1.23）岐阜

田上　　正

3. 特別講演『アレルギー性鼻炎に対する
漢方治療』

東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.1.29）東京

矢数　芳英

4. 特別講演『重症敗血症に対する IVIG 
投与の予後改善効果』

第 65回日本救急医学会
関 東 地 方 会，LS-2
（2015.2.7）横浜 

今泉　　均

5. 教育講演『デルマトームの基礎と臨
床』

第 44回日本慢性疼痛学
会（2015.2.27-28 ）横浜

伊藤　樹史

6. シンポジウム『慢性痛に対する漢方治
療』

第 44回日本慢性疼痛学
会（2015.2.27-28 ）横浜

矢数　芳英，福井　秀公，臼田　美穂，西山　隆久，
荻原　幸彦，田上　　正，大瀬戸清茂，内野　博之

7. 特別講演『がん診療連携拠点病院にお
ける緩和ケアチームの現状と問題点』

塩野義製薬社内勉強会
（2015.3.3）東京

田上　　正

8. 講演『腹臥位換気を自施設で始めるた
めの体制整備と方法』

第 25 回 JSEPTIC セ ミ
ナー （2015.3.7）東京

今泉　　均

9. 敗血症後血小板減少が遷延した 2 症例 第 15 回 茨城臨床麻酔
ネットワーク（ICAN）
講演会（2015.3.7）茨城

武田　明子，室園美智博，竹下　裕二，齊木　　巌，
柳田　国夫*

10. 特別講演『手術安全チェックリストが
インシデント・ネバーイベントを減少
させる !～手術チームの総合力が患者
さんを守る』

戸田中央総合病院・院内
講演会（2015.3.9）埼玉

近江　明文

11. 特別講演『便秘に対する漢方治療』 東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.3.12）東京

矢数　芳英

12. 特別講演『重症敗血症に対する IVIG 
投与の予後改善効果』

第 12 回沖縄MOF 研究
会（2015.5.9）沖縄

今泉　　均

13. 特別講演会『エビデンスに基づいた
ARDS に対する人工呼吸管理戦略』

斗南病院院内講演会
（2015.5.15）札幌

今泉　　均

14. 講演『基礎的な人工呼吸モード』 第 40回日本呼吸療法医
学会セミナー（2015.5.16）
神戸

今泉　　均

15. 特別講演『頭痛に対する漢方治療』 東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.5.21）東京

矢数　芳英

16. 招聘講演『神経集中治療と脳保護戦
略』

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

内野　博之
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17. シンポジウム 5 『麻酔科医と患者の安
全管理』 2. WHO 手術安全のガイドラ
イン 2009

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

西脇　公俊*，市川　高夫*，近江　明文，竹田　道宏*

18.［Q04-4］ 優秀演題 神経 2：回盲部結紮
穿刺（CLP）モデルマウスにおける敗
血症関連脳症の発症機序の検討

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

原　　直美，稲津　正人*，千々岩みゆき，屋良　美紀，
井門　千聡，内野　博之

19. 膵頭十二指腸切除後の反復性胆管炎
に対し大柴胡湯が著効した 1症例

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.13-14）
富山

矢数　芳英，遠藤　光史*，福井　秀公，臼田　美穂，
高崎　　朗*，飛奈　良治*，伊藤　正裕*，伊藤　樹史

20. 特別講演『敗血症性ショックにおける
PMX-DHP 治療の現状』

第 5回北海道急性血液浄
化セミナー（2015.6.13）
札幌

今泉　　均

21.『医療チームの総合力が患者さんを守
る！』「手術安全チェックリスト」が
インシデント・ネバーイベントを減少
させる

厚生中央病院・院内研修
会（2015.6.19）東京

近江　明文

22.［PO100-10］E 乳がん患者への緩和ケ
ア外来の役割の検討

第 34回日本緩和医療学
会各術大会（2015.6.20）
横浜

田上　　正，佐藤　聡子，山田　公人*，村越　晶子*，
武石　葉月*，柏谷　優子*，宮里　明芽*，東　加奈子*，
大平　達夫*

23. 特別講演『ARDS の人工呼吸管理～呼
吸モード，呼吸管理法と腹臥位～』

侵襲制御セミナー第 15
回（2015.6.20）名古屋

今泉　　均

24. 処方解説 独活寄生湯（どっかつきせ
いとう）

第 575 回 温 知 会
（2015.6.20）湯島

矢数　芳英

25. 特別講演『敗血症性 DICにおける rTM
治療～抗凝固作用と抗炎症作用～』

Critical Care Conference 
2015（2015.6.24）旭川

今泉　　均

26. インシデント報告から学ぶ貴重な教
訓

東京医科大学八王子医療
センター・医療安全義務
研修（2015.6.30）八王子

近江　明文

27. 特別講演『重症敗血症の最近の話題～
初期治療のための敗血症ケアバンド
ル～』

第 2 回大阪救急医療ジョ
イ ン ト セ ミ ナ ー
（2015.7.2）大阪

今泉　　均

28. 特別講演『重症敗血症 /敗血症性
ショックに対する血液浄化療法戦略

第 60 回日本集中治療医
学会近畿地方会，共催セ
ミナー（2015.7.4）大阪

今泉　　均

29. 講演『重症敗血症 /敗血症性ショック
に対する血液浄化療法戦略』

東京麻酔専門医会リフ
レッシャーコースセミ
ナ ー 2015（2015.7.12）
東京

今泉　　均

30. 特別講演『脊髄神経後枝高周波熱凝固
法について－背部痛の症例を中心に
して－』

第 4 回三重県・三泗地区
慢 性 疼 痛 研 究 会
（2015.7.16）三重

大瀬戸清茂

31. 講師（日本呼吸療法医学会セミナー第
17 回実技コース）

第 37回日本呼吸療法医
学会学術集会（2015.7.17-

18）京都

今泉　　均

32. レーダーチャートで読み解く痛みの
漢方治療

日本ペインクリニック学
会 第 4 9 回 大 会
（2015.7.23-25）大阪

矢数　芳英

33. 特別講演『女性疾患に対する漢方治
療』

東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.7.30）東京

矢数　芳英

34. 特別講演『重症敗血症におけるガンマ
グロブリンの予後改善効果』

第 15回松山救急医療懇
話会（2015.8.5）松山

今泉　　均
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35. 特別講演『がん医療を支える緩和ケ
ア』

新宿区地域保健医療体制
整備協議会在宅療養専門
部会（2015.8.27）東京

田上　　正

36. シンポジウム V『CCU（心血管集中治
療室）における集中治療を考える』
SV-4「急性心不全患者に対する air-
way pressure release ventilation（APRV）
の臨床応用」

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015. 8.28-29）東京

関根　秀介，竹下　裕二，今泉　　均，内野　博之

37. ワークショップ I『ICU の底力を発揮
しよう』WS-1 食道癌・胃癌術後に腸
液の多量誤嚥による呼吸不全と敗血
症性ショックを呈した 1救命例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015. 8.28-29）東京

竹下　裕二，関根　秀介，今泉　　均，内野　博之

38.［B03］教育講演「術後高次脳機能障
害の病態と対策」

日本麻酔科学会 関東甲
信越・東京支部第 55回
合同学術集会（2015.9.5）
横浜

内野　博之

39. 特別講演『不安神経症・不眠に対する
漢方治療』

東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.9.24）東京

矢数　芳英

40. 当科から見た腰仙部痛の新知見～後
枝の解剖と診断的神経ブロックによ
る検討

第 17 回ペインクリニッ
ク診断研究会（2015.10.1）
東京

西山　隆久，福井　秀公，大瀬戸清茂

41. WHO「手術安全チェックリスト」導
入後の問題点とその対策

第 37回日本手術医学会
総会（2015.10.3）大阪

近江　明文

42. シンポジウム 3『日本版敗血症ガイド
ラインを考察する』S3-1 敗血症性
ショックに対するステロイド療法

第 26回日本急性血液浄
化 学 会 学 術 集 会
（2015.10.10）東京

今泉　　均

43. 分かりやすい血液浄化セミナー 10 
EUS-10 敗血症性 AKI における CRRT 
の適切な浄化量とは ?

第 26回日本急性血液浄
化 学 会 学 術 集 会
（2015.10.10）東京

今泉　　均

44. 分かりやすい血液浄化セミナー 12 
EUS-12 敗血症バンドルとは何か ?

第 26回日本急性血液浄
化 学 会 学 術 集 会
（2015.10.10）東京

今泉　　均

45. 特別講演『慢性疼痛について－当科の
症例を含めて』

2015年東京医科大学鳥
取・ 島 根 県 支 部 
（2015.10.17）米子

大瀬戸清茂

46. 特別講演「レーダーチャートで読み解
く痛みの漢方治療」

な に わ 漢 方 研 究 会
（2015.10.20）大阪

矢数　芳英

47. 教育講演『神経麻酔と神経集中治療に
おける脳保護戦略』

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

内野　博之

48. シンポジウム『手術室における医療安
全』

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

近江　明文

49. ミニシンポジウム『慢性痛患者の薬物
療法（オピオイドを中心に）』

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

福井　秀公

50. 超音波ガイド下神経ブロックハンズ
オンセミナー 2 インストラクター

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

西山　隆久
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51.［P1-16-6］皮膚悪性黒色腫切除術中の
パテントブルー皮内注入により，
SpO2が著明に低下し，顔面・頭部が
青染した一症例

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

佐藤　雄一*，前田　亮二*，大嶽　宏明*，奥山　亮介*，
高橋奈々恵*，富野美紀子，金子　英人，近江　明文

52.［P1-29-5］ 手術室におけるアラーム機
能を備えた医療機器の適切な使用と
運用に関する全国アンケート調査（第
2 報）

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

柿沼　孝泰，羅　　秀玉，山田梨香子，鈴木　直樹，
長尾　明紘，西山　遼太，長島　史明，内野　博之

53. シンポジム 2『日本版重症敗血症ガイ
ドライン 2016に向けて：課題と展望』
SY02-01日本版重症敗血症ガイドライ
ン 2016：作成組織の概要と進捗状況，
今後の展望

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

西田　　修*，小倉　裕司*，井上　茂亮*，射場　敏明*，
今泉　　均，江木　盛時*，垣花　泰之*，久志本成樹*，
小谷　穠治*，貞広　智仁*，志馬　伸朗*，中川　　聡*，
中田　孝明*，布宮　　伸*，林　　淑朗*，藤島清太郎*，
升田　好樹*，松嶋　麻子*，松田　直之*，織田　成人*，
田中　　裕*

54. シンポジム 2『日本版重症敗血症ガイ
ドライン 2016に向けて：課題と展望』
SY02-02日本版重症敗血症ガイドライ
ン 2016作成の方法論とアカデミック
ガイドライン推進班の役割

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

江木　盛時*，井上　茂亮*，角　　由佳*，林田　　敬*，
原　　嘉孝*，福田　龍将*，松田　明久*，安田　英人*，
矢田部智昭*，山下　和人*，松嶋　麻子*，坂本　　壮*，
射場　敏明*，今泉　　均，垣花　泰之*，久志本成樹*，
小谷　穠治*，貞広　智仁*，志馬　伸朗*，中川　　聡*，
中田　孝明*，布宮　　伸*，林　　淑朗*，藤島清太郎*，
升田　好樹*，松田　直之*，小倉　裕司*，西田　　修*，
織田　成人*，田中　　裕*

55. シンポジム 2『日本版重症敗血症ガイ
ドライン 2016に向けて：課題と展望』
SY02-03日本版重症敗血症ガイドライ
ン 2016 作成における systematic review 
の実際

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

松嶋　麻子*，西田　　修*，小倉　裕司*，井上　茂亮*，
射場　敏明*，今泉　　均，江木　盛時*，垣花　泰之*，
久志本成樹*，小谷　穠治*，貞広　智仁*，志馬　伸朗*，
中川　　聡*，中田　孝明*，布宮　　伸*，林　　淑朗*，
藤島清太郎*，升田　好樹*，松田　直之*，織田　成人*，
田中　　裕*

56. シンポジム 2『日本版重症敗血症ガイ
ドライン 2016に向けて：課題と展望』
SY02-04日本版重症敗血症ガイドライ
ン 2016：初期蘇生領域の CQとガイド
ラインの方向性

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

垣花　泰之*，松嶋　麻子，久志本成樹，松田　直之，
西田　　修，小倉　裕司，井上　茂亮，射場　敏明，
今泉　　均，江木　盛時，小谷　穠治，貞広　智仁，
志馬　伸朗，中川　　聡，中田　孝明，布宮　　伸，
林　　淑朗，藤島清太郎，升田　好樹，織田　成人，
田中 　　裕

57. シンポジム 2 『日本版重症敗血症ガイ
ドライン 2016 に向けて：課題と展望』
SY02-05 ICU-acquired weakness と
Post-intensive Care Syndrome：－最近
の話題と動向

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

井上　茂亮*，畠山　淳司，齊藤　伸行，福家　良太，
近藤　　豊*，一二三　亨*，武居　哲洋*，西田　　修*，
小倉　裕司*，射場　敏明*，今泉　　均，江木　盛時*，
垣花　泰之*，久志本成樹*，小谷　穠治*，貞広　智仁*，
志馬　伸朗*，中川　　聡*，中田　孝明*，布宮　　伸*，
林　　淑朗*，藤島清太郎*，升田　好樹*，松嶋　麻子*，
松田　直之*，織田　成人*，田中　　裕*

58. シンポジム 2 『日本版重症敗血症ガイ
ドライン 2016 に向けて：課題と展望』
SY02-06 日本版重症敗血症ガイドライ
ン 2016：小児における推奨

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

志馬　伸朗*，中川　　聡，青山　和由，井手健太郎，
川崎　達也，竹内　宗之，平井　克樹，松本正太郎，
井上　茂亮，松嶋　麻子，射場　敏明，今泉　　均，
江木　盛時，垣花　泰之，久志本成樹，小谷　穠治，
貞広　智仁，中田　孝明，布宮　　伸，林　　淑朗，
藤島清太郎，升田　好樹，松田　直之，小倉　裕司，
西田　　修，織田　成人，田中　　裕



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌456S

59. シンポジム 2 『日本版重症敗血症ガイ
ドライン 2016 に向けて：課題と展望』
SY02-07 日本版重症敗血症ガイドライ
ン 2016：学会合同ガイドライン作成
の意義

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

小倉　裕司*，西田　　修*，井上　茂亮*，射場　敏明*，
今泉　　均，江木　盛時*，垣花　泰之*，久志本成樹*，
小谷　穠治*，貞広　智仁*，志馬　伸朗*，中川　　聡*，
中田　孝明*，布宮　　伸*，林　　淑朗*，藤島清太郎*，
升田　好樹*，松嶋　麻子*，松田　直之*，織田　成人*，
田中　　裕*

60. 特別講演『集中治療における循環・輸
液管理』

和歌山麻酔救急集中治療
セ ミ ナ ー（2015.10.30）
和歌山

今泉　　均

61. 特別講演『神経集中治療における脳保
護を考える』

第 50回青森県臨床麻酔
研究会（2015.10.31）青
森

内野　博之

62. 講演『人工呼吸器モード～基礎編～』 第 41回日本呼吸療法医
学会セミナー（2015.11.7）
東京

今泉　　均

63. ハンズオン講師 第 12 回 神経ブロック手
技 研 究 会（2015.11.14）
東京

大瀬戸清茂

64. 特別講演『重症敗血症における血液浄
化戦略』

第 2回大分集中治療研究
会（2015.11.18）大分

今泉　　均

65. 教育講演『当院における神経障害性痛
の漢方治療』

新都心 KAMPO フォー
ラム（2015.11.19）東京

矢数　芳英

66. 特別講演『昔に学ぶ人を救ふの大術』 新都心 KAMPO フォー
ラム（2015.11.19）東京

伊藤　樹史

67. 医療安全全国共同行動・行動目標 S：
『安全な手術－WHO 指針の実践』本
邦でのWHO 手術安全チェックリスト
の使用状況と，当院での CL 導入・定
着への取り組み

“いのちをまもるパート
ナーズ”医療安全全国
フォーラム 2015・分科
会 D（2015.11.21）幕張

近江　明文

68. 手術室におけるアラーム機器を備え
た医療機器の適正な使用と運用に関
する全国アンケート調査（第 3報）

第 10回医療の質・安全
学 会 学 術 集 会
（2015.11.22-23）千葉

柿沼　孝泰，浦松　雅史*，藤澤　由和*，山内　豊明*，
相馬　孝博*，内野　博之

69. 特別講演『重慢性胃炎・腹痛に対する
漢方治療』

東京医科大学臨床漢方セ
ミナー（2015.11.26）東
京

矢数　芳英

70. 特別講演『がん医療を支える緩和ケ
ア』

東京医科大学病院市民公
開講座（2015.11.30）東
京

田上　　正

B1. Duloxetine奏効群と非奏効群における
関連因子の探索

第 6 回 神 経 ブ ロ ッ ク
EBM 研究会（2015.1.17）
東京

西山　隆久，福井　秀公，内野　博之，大瀬戸清茂

2. 主題『エンドトキシン測定 /血液浄化
膜特性－3』重症敗血症に対する
PMX-DHP 治療施行例における EAA
測定の検討

第 19回日本エンドトキ
シン血症救命治療研究会
（2015.1.23-24）仙台

関根　秀介，益本憲太郎，宮下　亮一，板橋　俊雄，
今泉　　均，内野　博之

3. ワークショップ 1 『ロボット手術を安
全に遂行するための工夫とトラブル
シューティング』

第 7回日本ロボット外科
学会（2015.2.7）東京

清川　聖代

4. 交通外傷後難治性上肢痛に対し，硬膜
外脊髄刺激電極挿入術を施行した一
例

第 29回東京・南関東疼
痛懇話会（2015.2.7）川
崎

佐藤　聡子，福井　秀公，山田梨香子，鈴木　直樹，
清川　聖代，板橋　俊雄，関根　秀介，金澤　裕子，
矢数　芳英，内野　博之，大瀬戸清茂
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5. PECSII blockを施行した乳頭周囲の帯
状疱疹後神経痛の 1症例

第 29回東京・南関東疼
痛懇話会（2015.2.7）川
崎

小山　杏奈，西山　隆久，崔　　英姫，山本　亜矢，
濵田　隆太，柿沼　孝泰，臼田　美穂，福井　秀公，
内野　博之，大瀬戸清茂

6. 局所麻酔薬注入用ルーメン付き尿道
カテーテル使用は男性患者の術直後
の尿カテ刺激症状を解放するか ?

第 26回多摩麻酔懇話会
（2015.2.7）東京

奥山　亮介*，大嶽　宏明*，屋良　美紀，前田　亮二*，
佐藤　雄一*，高橋奈々恵*，富野美紀子，金子　英人，
近江　明文

7. シンポジウム 5 『集中治療領域におけ
る早期リハビリテーションのための
多職種連携～相互理解を推進するに
は～』 ［SY5-2］東京医科大学病院 ICU
における早期リハビリテーションに
ついて

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

関根　秀介，鈴木　直樹，山田梨香子，西山　遼太，
石田　裕介，金子　恒樹，宮下　亮一，福井　秀公，
今泉　　均，内野　博之

8. シンポジウム 1-3 『集中治療における
医療安全を考える（集中治療領域にお
ける医療安全対策について，多職種で
検討する』 ［DSYi-3-4］集中治療領域
における薬剤師の治療参画による薬
効の高め方と医療安全

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

富樫　英晶*，武居　宏樹*，添田　　博*，明石　貴雄*，
関根　秀介，今泉　　均，内野　博之

9. シンポジウム 1-7 『AKIに対する血液浄
化～開始のタイミングと浄化方法～』

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

升田　好樹*，巽　　博臣*，後藤　京子*，東口　　隆*，
木井　菜摘*，佐藤　昌太*，喜屋武玲子*，高橋科那子*，
今泉　　均

10. パネルディスカッション I-2『ICUに
おける鎮静の質向上のための工夫～
せん妄の予防，評価治療～』［DPD1-

2-3］当院 ICUにおける PA対策：鎮痛，
日中覚醒と早期リハビリ，せん妄抑制

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

関根　秀介，宮下　亮一，福井　秀公，益本憲太郎，
板橋　俊雄，今泉　　均，内野　博之

11. 委員会報告 8『日本救急医学会・集中
治療医学会 Sepsis Registry Data合同分
析委員会報告』［CR8-1］重症敗血症
に対する IVIGの生存率改善効果

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

今泉　　均，齋藤　大蔵*，升田　好樹*，小谷　穣治*，
松田　直之*，織田　成人*，丸藤　　哲*

12.『日本救急医学会・集中治療医学会
Sepsis Registry Data合同分析委員会報
告』［CR8-2］敗血症性 DICにおける
免疫クロフリン（IVIG）投与と生存
率の関係

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

小谷　穣治*，齋藤　大蔵*，今泉　　均，升田　好樹*，
織田　成人*，丸藤　　哲*

13.『重症敗血症の補助治療－新しいエビ
デンスの整理』重症敗血症に対する
IVIGの生存率改善効果

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

小谷　穣治*，今泉　　均

14. フレッシュマンコース 1『AKIの診断
と治療』

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

益本憲太郎

15. フレッシュマンコース 4『敗血症の初
期輸液療法』

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

宮下　亮一

16. フレッシュマンコース 5『PAD ガイド
ラインと管理』

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

板橋　俊雄

17. 優秀演題「敗血症関連脳症誘発機構の
基礎的解明」

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

原　　直美，千々岩みゆき，内野　博之
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18.［DO19-2］敗血症性ショック合併 DIC 
患者における遺伝子組み換えトロン
ボモジュリン製剤の薬物動態の検討

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

升田　好樹*，巽　　博巨*，後藤　京子*，東口　　隆*，
木井　菜摘*，佐藤　昌太*，高橋科那子*，今泉 　　均

19.［DO27-5］出血性ショックおよび腸間
膜動脈閉塞モデルにおける D 乳酸濃
度の比較

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

吉田真一郎，巽　　博巨*，升田　好樹*，今泉　　均，
後藤　京子*，七戸　康夫*，山蔭　道明*

20.［DO30-7］慢性血栓塞栓性肺高血圧症
に対する肺動脈血栓内膜摘除術の周
術期管理

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

板橋　俊雄，長尾　明紘，佐藤　聡子，坂本　美紀，
濵田　隆太，安藤　千尋，金澤　裕子，田上　　正，
今泉　　均，内野　博之

21.［DPDi-1-6］ ICU患者に対する栄養管
理の新たなるアプローチ～栄養剤の
半固形化による効果～

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

巽　　博巨*，升田　好樹*，後藤　京子*，東口　　隆*，
木井　菜摘*，佐藤　昌太*，数馬　　聡*，高橋科那子*，
今泉　　均

22.［DP72-1］ 重症患者における rapid turn-
over protein（RTP）測定の有用性

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

巽　　博巨*，升田　好樹*，後藤　京子*，東口　　隆*，
木井　菜摘*，佐藤　昌太*，数馬　　聡*，高橋科那子*，
今泉　　均

23.［DP81-1］ 当 ICUにおける気管切開術
の検討

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

長島　史明，柳田　国夫，室園美智博，武田　明子，
安藤　千尋

24.［DP83-7］ バンコマイシン（VCM）の
TDM を用いてクレアチニンクリアラ
ンス（CLcr）を評価した一例

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

冨樫　英晶*，武居　宏樹*，添田　　博*，明石　貴雄*，
関根　秀介，今泉　　均，内野　博之

25.［DP86-7］ 敗血症後血小板減少が遷延
した 1 症例

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

武田　明子，柳田　国夫*，室園美智博，安藤　千尋

26.［DP105-1］ 気管支鏡が関連したMRSA 
アウトブレイク

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

中村　　造*，関根　秀介，今泉　　均，櫻井　宣子*，
川原千香子*，内野　博之

27.［DP106-4］ III度熱中症による急性肝
不全に対して肝アシアロシンチグラ
フィ－（肝 GSA）を行った 1 例

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

黒田　浩光*，巽　　博巨*，升田　好樹*，今泉　　均，
山本　修司*，一瀬　廣道*，菅野　真琴*，望月　宏樹*，
赤塚　正幸*

28.［DP108-2］左右独立換気と集約的治
療により良好な経過をたどった気管
支断端瘻の 1例

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

益本憲太郎，上里　杏奈，原　　直美，沖田　綾乃，
井門　千聡，清川　聖代，柿沼　孝泰，矢数　芳英，
今泉　　均，内野　博之

29.［DP117-2］ EAA 値を基にした重症敗
血症の治療－PMX の適応についての
検討

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

関根　秀介，崔　　英姫，長島　史明，齊木　　巌，
屋良　美紀，竹下　裕二，富野美紀子，西山　隆久，
今泉　　均，内野　博之

30.［DP157-4］ 膀胱癌に対する Bacillus 
Calmette-Guerin（BCG）膀胱内注入療
法施行後に生じた敗血症性ショック
の 1症例

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

山本　亜矢，羅　　秀玉，岩瀬　直人，松岡　修平，
関根　秀介，石崎　　卓，荻原　幸彦，畑山 　聖，
今泉　　均，内野　博之

31. 超音波ガイド下上伝臀皮神経ブロッ
クが診断に有効であった 3 症例

第 44回日本慢性疼痛学
会（2015.2.27-28）横浜

清川　聖代，西山　隆久，羅　　秀玉，崔　　英姫，
濵田　隆太，関根　秀介，矢数　芳英，福井　秀公，
内野　博之，大瀬戸清茂

32. 水平埋伏智抜歯後に生じた舌神経麻
痺の 2 症例

第 44回日本慢性疼痛学
会（2015.2.27-28）横浜

板倉　紹子，西山　隆久，長尾　明紘，山田梨香子，
柿沼　孝泰，臼田　美穂，福井　秀公，内野　博之，
大瀬戸清茂

33. 東京都緩和ケア連絡手帳，わたしのカ
ルテ

新宿区医師会在宅緩和ケ
ア連絡会議（2015.3.5）
東京

田上　　正

34. WHO guidelines for safe surgery 2009』
日本語翻訳（全 130 頁）

日本麻酔科学会ホーム
ペ ー ジ（www.anesth.
or.jp）公開，（2015.3.31）

WG班長：近江　明文，
班員：西脇　公俊*，市川　高夫*，合谷木　徹*，
平手　博之*，久利　通興*，山浦　　健*，大城　匡勝*
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35. 汎用血液ガス分析装置（エポック ®）
の導入

第 26 回日本臨床モニ
ター学会（2015.5.15-16）
札幌

西山　遼太，荻原　幸彦，山田梨香子，崔　　英姫，
竹下　裕二，今泉　　均，内野　博之

36.『Young Investigator Award 受賞』 「CCN1
（Cyr61）はヒト変形性関節症（OA）
関節軟骨で過剰発現し ADAMTS4（ア
グリカナーゼ）活性を阻害する」

第 47 回日本結合組織学
会学術集会（2015.5.15-

16）東京

千々岩みゆき， 望月　早月*， 木村　徳宏*， 阿部　　仁*，
田中　幸枝*，藤井　　豊*，清水　英徳*，榎本　宏之*，
戸山　芳昭*，岡田　保典*

37. 特別講演『重症敗血症に対するガンマ
グロブリンの予後改善効果』

第 30 回日本 Shock 学会
総 会（2015.5.22-23）LS 
東京

今泉　　均

38. 長賞選考演題 1
［K-04］回盲部結紮穿刺（Cecal Liga-

tion and Puncture；CLP）モデルマウス
における敗血症関連脳症（Sepsis-asso-
siated encephalopathy；SAE）の基礎的
解明

第 30 回日本 Shock 学会
総 会（2015.5.22-23）LS 
東京

原　　直美，内野　博之

39.［O-11］感染症の新しいバイオマー
カープレセプシンを用いた敗血症性
の検討－特に腎障害時の動態につい
て－

第 30 回日本 Shock 学会
総 会（2015.5.22-23）LS 
東京

升田　好樹*，巽　　博巨*，後藤　京子*，東口　　隆*，
高橋科那子*，今泉　　均

40.［O-22］ロクロニウム投与によりアナ
フィラキシーショックをきたした 1症
例

第 30 回日本 Shock 学会
総 会（2015.5.22-23）LS 
東京

板倉　紹子，荻原　幸彦，原　　直美，益本憲太郎，
今泉　　均，内野　博之

41.［O-25］ Refeeding 症候群により心停止
を来たした神経性食思不振症の 1例

第 30 回日本 Shock 学会
総 会（2015.5.22-23）LS 
東京

長島　史明，池田　寿明*，池田　一美*，須田　慎吾*，
上野　琢哉*，小野　　聡*

42.『日本版重症敗血症診療ガイドライン
2016』 学会合同ガイドライン作成の意
義

日本臨床救急医学会第
62 回 学 術 集 会
（2015.5.28-30）東京

小倉　裕司*，西田　　修*，井上　茂亮*，射場　敏明*，
今泉　　均，江木　盛時*，垣花　泰之*，久志本成樹*，
小谷　穣治*，貞広　智仁*，志馬　伸朗*，中川　　聡*，
中田　孝明*，布宮　　伸*，林　　淑朗*，藤島清太郎*，
升田　好樹*，松嶋　麻子*，松田　直之*，織田　成人*，
田中　　裕*

43.『日本版重症敗血症診療ガイドライン
2016』初期蘇生領域の CQとガイドラ
インの方向性

日本臨床救急医学会第 
62 回 学 術 集 会
（2015.5.28-30）東京

垣花　泰之*，松嶋　麻子，久志本成樹，松田　直之，
西田　　修，小倉　裕司，井上　茂亮，射場　敏明，
今泉　　均，江木　盛時，小谷　穣治，貞広　智仁，
志馬　伸朗，中川　　聡，中田　孝明，布宮　　伸，
林　　淑朗，藤島清太郎，升田　好樹，松田　直之，
織田　成人，田中　　裕

44.『日本版重症敗血症診療ガイドライン
2016』 作成における systematic review 
の実際

日本臨床救急医学会第 
62 回 学 術 集 会
（2015.5.28-30）東京

松嶋　麻子*，西田　　修*，中川　　聡*，井上　茂亮*，
射場　敏明*，今泉　　均，江木　盛時*，垣花　泰之*，
久志本成樹*，小谷　穣治*，貞広　智仁*，志馬　伸朗*，
中田　孝明*，布宮　　伸*，林　　淑朗*，藤島清太郎*，
升田　好樹*，松田　直之*，小倉　裕司*，織田　成人*，
田中　　裕*

45.［Q07-3］ 優秀演題 救急・ICU（基礎）：
高容量プロポフォールはミトコンド
リア呼吸鎖を抑制する－Propofol infu-
sion syndrome の解明に向けて－

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

坂本　美紀，宮下　亮一，沖田　綾乃，平林　清子，
今泉　　均，内野　博之

46.［PD2-15-4］ 敗血症診断，治療開始の
指標として EAA は有用である

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

関根　秀介，益本憲太郎，宮下　亮一，板橋　俊雄，
今泉　　均，内野　博之
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47.［PD2-16-3］ 手術室におけるアラーム
機能を備えた医療機器の適切な使用
に関するアンケート調査（第 1報）

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

柿沼　孝泰，崔　　英姫，濵田　隆太，益本憲太郎，
松岡　修平，内野　博之

48.［PD3-6-5］ 吸引性能を向上させた気管
支ブロッカーの開発

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

石崎　　卓，中村　　到*，松尾　麗子*，草谷　洋光*，
畑山　　聖

49.［PD3-7-6］ 閉塞性睡眠時無呼吸症候群
（OSAS）に対する舌扁桃摘出術後の
抜管時の上気道管理

日本麻酔科学会第 62 回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

石田　祐介，関根　秀介，竹下　裕二，金子　恒樹，
今泉　　均，内野　博之

50.［P1-11-2］ 発達期マウス脳スライスに
おいて低張脳脊髄液で引き起こした
脳浮腫に及ぼす全身麻酔薬の作用

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

高橋奈々恵*，近江　明文，大嶽　宏明*，金子　英人，
内野　博之，工藤　佳久*

51.［P1-18-2］ 頚部遊離皮弁再建癌術後症
例における鎮静深度と循環管理につ
いての検討

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

長尾　明紘，関根　秀介，今泉　　均，羅　　秀玉，
石田　祐介，内野　博之

52.［P1-26-6］ 超音波プローブの新しい握
り方とその保持力に関する研究

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

小山　杏奈，西山　隆久，福井　秀公，臼田　美穂，
大瀬戸清茂

53.［P2-21-1］ 周術期のアクシデントレ
ポートの検討

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

渋谷まり子，荻原　幸彦，板橋　俊雄，山田梨香子，
河野　真理，内野　博之

54.［P2-22-4］ 手術室における生体アラー
ム発生原因とその分類の考察

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

鈴木　直樹，齊木　　巌，瀬田奈祐子，渋谷まり子，
若菜　秀美，内野　博之

55.［P2-23-6］ 手術室効率化による稼働率
向上への取り組みと派生した問題へ
の対応

日本麻酔科学会第 62 回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

山本　亜矢，松村　典子，矢数　芳英，本間　豊彦，
内野　博之

56.［P2-28-3］ 閉鎖神経は閉鎖孔の頭側内
側に位置する－解剖学的検討－

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

榎本　悠希*，林　　省吾*，伊藤　正裕*，西山　隆久，
福井　秀公，内野　博之，大瀬戸清茂

57.［P2-28-5］ 局所麻酔薬注入用ルーメン
付き尿道カテーテル使用は男性患者
の術直後の尿カテ刺激による違和感
を解放するか ?

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

奥山　亮介*，金子　英人，大嶽　宏明*，前田　亮二*，
富野美紀子，近江　明文

58. Usefulness of saturated salt solution 
method for surgical training：A empirical 
research

第 175 回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京医科大学病院

林　　省吾*，河田　晋一*，曲　　　寧*，畑山　直之*，
伊藤　正裕*，本間　　宙*，行岡　哲男*，西山　隆久，
大瀬戸清茂

59. 舌癌におけるコリントランスポー
ターの同定とその機能解析

第 175 回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京医科大学病院

西山　遼太，長島　史明，内野　博之，岩尾　紅子*，
井上　加菜*，緑　ありさ*，稲津　正人*

60. 慢性炎症と肥満とをつなぐシノビオ
リンによるエネルギー代謝調節機構

第 175 回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京医科大学病院

藤田　英俊*，荒谷　聡子*，中島　利博*，須藤カツ子*，
中島　若己*，稲津　正人*，西岡久寿樹*，原　　直美，
内野　博之

61. 三叉神経痛難治症例に対して五苓散
が著効した 1 例

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.13-14）
富山

安田　卓史*，岡本　彩子*，矢数　芳英，近津　大地*

62. 在宅漢方 3/漢方により食べられない
状態を改善する

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.13-14）
富山

山口　竜司*，遠藤　光史*，高崎　　朗*，矢数　芳英

63. ノロウイルス集団発生に対する五苓
散エキス顆粒による症状緩和効果の
解析

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.13-14）
富山

高崎　　朗*，片山　　勲*，遠藤　光史*，山口　竜司*，
伊藤　正裕*，須永　隆夫*，矢数　芳英，平馬　直樹*



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 461S

64. ヒト食道癌細胞株 KYSE-180 細胞に
おけるコリントランスポーターの機
能解析

第 10 回トランスポー
ター研究会（2015.6.21）
東京

長島　史明，西山　遼太，岩尾　紅子*，井上　加菜*，
緑　ありさ*，川合　柚衣*，稲津　正人

65.［033-3］ECMO 施行中の腹臥位人工
呼吸の検討

第 37回日本呼吸療法医
学会学術集会（2015.7.17-

18）京都

升田　好樹*，巽　　博巨*，後藤　京子*，高橋科那子*，
数馬　　聡*，吉田真一郎，千原　伸也*，中野　皓太*，
島田　朋和*，今泉　　均

66.［040-4］間質性肺炎に肺出血を伴う
ANCA 関連血管炎を合併し，集学的治
療が奏功した 1 例

第 37回日本呼吸療法医
学会学術集会（2015.7.17-

18）京都

巽　　博巨*，升田　好樹*，後藤　京子*，高橋科那子*，
数馬　　聡*，吉田真一郎*，千原　伸也*，島田　朋和*，
中野　皓太*，今泉　　均

67. 脊髄刺激療法の関連科合同カンファ
ランスの試み

日本ペインクリニック学
会 第 4 9 回 大 会
（2015.7.23-25）大阪

西山　隆久，福井　秀公，清川　聖代，岩瀬　直人，
関根　秀介，柿沼　孝泰，矢数　芳英，田上 　正，
内野　博之，大瀬戸清茂

68. 慢性疼痛を契機に発見しえた腫瘍性
病変の 1例

日本ペインクリニック学
会 第 4 9 回 大 会
（2015.7.23-25）大阪

長尾　明紘，福井　秀公，山田梨香子，鈴木　直樹，
山本　亜矢，清川　聖代，板橋　俊雄，平林　清子，
内野　博之，大瀬戸清茂

69. 脊髄刺激療法で難治性慢性全身痛，特
に頸腰背部痛が改善しフェンタニル
パッチを離脱できた 1 症例

日本ペインクリニック学
会 第 4 9 回 大 会
（2015.7.23-25）大阪

羅　　秀玉，西山　隆久，崔　　英姫，小山　杏奈，
佐藤　聡子，濵田　隆太，臼田　美穂，福井　秀公，
内野　博之，大瀬戸清茂

70.［DO2-8］ペロスピロン塩酸塩錠によ
る薬剤性 Parkinsonism により呼吸不全
をきたした 1症例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015. 8.28-29）東京

小山　杏奈，関根　秀介，白澤　一弘，崔　　英姫，
山本　亜矢，長島　史明，石田　祐介，原　　直美，
沖田　綾乃，井門　千聡，竹下　裕二，今泉　　均，
内野　博之

71.［DO10-5］Septic DIC 症例におけるト
ロンボモジュリン製剤の投与期間の
検討

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015. 8.28-29）東京

鈴木　直樹，柳田　国夫，室園美智博，金澤　裕子，
武田　明子

72.［DO10-7］分娩後出血（PPH）による
産科的 DICで集中治療管理を要した 1
症例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015. 8.28-29）東京

柿沼　孝泰，石田　裕介，瀬田奈祐子，金子　恒樹，
濵田　隆太，宮下　亮一，板橋　俊雄，関根　秀介，
福井　秀公，石崎　　卓，西山　隆久，荻原　幸彦，
田上　　正，今泉　　均，内野　博之

73.［DP1-8］心機能低下を合併し循環管
理に難渋した腎移植術後の一症例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015. 8.28-29）東京

小平　亜美，池田　寿昭，小野　　聡，上野　琢哉，
須田　慎吾，泉谷　義人

74.［DP2-6］食道癌再建術後に Torsade de 
Pointes（TdP）から難渋性 Vf に至っ
た一例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015. 8.28-29）東京

佐藤　聡子，鎌田　早紀，鈴木　直樹，山田梨香子，
長尾　明紘，羅　　秀玉，西山　遼太，瀬田奈祐子，
清川　聖代，関根　秀介，今泉　　均，内野　博之

75.［DO2-8］周術期疼痛管理への麻酔科
と緩和ケアチーム協働

日本麻酔科学会 関東甲
信越・東京支部第 55回
合同学術集会（2015.9.5）
横浜

鎌田　早紀，田上　　正，崔　　英姫，大瀬戸清茂，
内野　博之

76.［DP8-6］ 肺切除術中の大量出血で PEA 
となり術後低体温療法を施行した 1症
例

日本麻酔科学会 関東甲
信越・東京支部第 55回
合同学術集会（2015.9.5）
横浜

小平　亜美，佐藤　聡子，西山　遼太，田口　千聡，
沖田　綾乃，内野　博之

77.［P2-2］aEEGを用いて神経学的予後
の検討を行った大量出血蘇生後の 2症
例

日本麻酔科学会 関東甲
信越・東京支部第 55回
合同学術集会（2015.9.5）
横浜

山田梨香子，瀬田奈祐子，清川　聖代，濵田　隆太，
今泉　　均，内野　博之

78.［P8-6］生後 2か月，脳外科手術中に
大量出血（4,234 ml）をきたした 1症
例

日本麻酔科学会 関東甲
信越・東京支部第 55回
合同学術集会（2015.9.5）
横浜

白澤　一弘，金子　恒樹，坂本　美紀，長島　史明，
平林　清子，内野　博之
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79.［P43-06］腹部大動脈瘤を合併した膵
腫瘍に対し，二期的に腹腔鏡下膵体尾
部切除を行った症例の麻酔経験

日本麻酔科学会 関東甲
信越・東京支部第 55回
合同学術集会（2015.9.5）
横浜

渋谷まり子，羅　　秀玉，齊木　　巌，竹下　裕二，
岩瀬　直人，内野　博之

80. 治療に難渋している若年者の複合性
局所疼痛症候群「CRPS（TypeI）症例
について」（第 2 報）

第 8回日本疼痛心身医学
会（2015. 9.12）東京

立原　弘章*，岸　　秀行*，阪口　大和*，濱口　眞輔*，
伊藤　樹史*

81. 脳血管障害を有する誤嚥性肺炎患者
に対し半夏厚朴湯エキス錠併用が有
効であった症例

第 62回日本老年医学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.9.26）東京

髙﨑　　朗*，片山　　勲*，久米　一誠*，川嶋　　薫*，
立川　　浩*，相澤　義房*，矢数　芳英，羽生　春夫*

82. フェンタニル速効性製剤の適正使用
に向けた緩和ケアチームの取り組み

第 9回日本緩和医療薬学
会 年 会（2015.10-2-4）
横浜

宮里　明芽*，武石　葉月*，東　加奈子*，田上　　正，
柏谷　優子*，山田　公人*，伊賀　千夏*，明石　貴雄*

83. 大学における多職種協働による PBL 
を用いた緩和医療卒前教育方法の検
討

第 9回日本緩和医療薬学
会 年 会（2015.10-2-4）
横浜

武井佐和子*，増田多加子*，西村　和江*，古口めぐみ*，
石田　千穂*，波多　江崇*，田上　　正，杉浦　宗敏*

84. 感染性心内膜炎の術中に脳動脈瘤破
裂をきたしたと思われた一例

日本心臓血管麻酔学会第 
20 回学術大会（2015.10-

9-11）福岡

石田　裕介，沖田　綾乃，金子　恒樹，富野美紀子，
板橋　俊雄，内野　博之

85. 当施設における呼吸器インターベン
ションでの麻酔管理の検討

第 3回茨城医学会麻酔分
科会（2015.10.17）水戸

崔　　英姫，鈴木　直樹，宮下　亮一，武田　明子，
室園美智博，柳田　国夫*

86. 腰椎椎間関節嚢腫に対し透視下椎間
関節造影を行い穿破させた 1 症例

第 7回新都心麻酔懇話会
2015（2015.10.17）新宿

濵田　隆太

87. 知らなかった！救命士挿管実習 第 7回新都心麻酔懇話会
2015（2015.10.17）新宿

武田　明子，崔　　英姫，宮下　亮一，室園美智博

88. 皮膚悪性黒色腫切除術中のパテント
ブルー皮内注入により，SpO2が著明
に低下し顔面・頭部が青染した一症例

第 7回新都心麻酔懇話会
2015（2015.10.17）新宿

佐藤　雄一*，前田　亮二*，大嶽　宏明*，奥山　亮介*，
高橋奈々恵*，富野美紀子，金子　英人，近江　明文

89. Stenotrophomonas maltophilia 感染によ
る肺胞出血を来した急性リンパ性白
血病再発の一例

第 7回新都心麻酔懇話会
2015（2015.10.17）新宿

竹下　裕二，西山　遼太，関根　秀介，今泉　　均

90.［P1-23-3］ 開胸術後疼痛症候群に肋間
神経外側皮枝のブロックが有用で
あった一症例

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

小山　杏奈，西山　隆久，山本　亜矢，濵田　隆太，
板橋　俊雄，福井　秀公，内野　博之，大瀬戸清茂

91. P1-30-6］無痙攣性てんかん発作（NSC）
の早期診断に amplitude EEG（aEEG）
が有用であった 1症例

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

崔　　英姫，関根　秀介，山田梨香子，清川　聖代，
竹下　裕二，田上　　正，今泉　　均，内野　博之

92.［P2-1-6］全身麻酔下卵巣腫瘍摘出後
の酸素化低下により発見されたリン
パ脈管筋腫症疑の 1 症

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

沖田　綾乃，内野　博之，長島　史明，関根　秀介，
金子　恒樹，佐藤　聡子

93.［P2-19-6］ 認知症患者の義歯誤飲によ
る咽頭異物除去の麻酔経験

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10.21-23）
横浜

赤柴　　竜*，金子　英人，富野美紀子，高橋奈々恵*，
佐藤　雄一*，前田　亮二*，大嶽　宏明*，近江　明文

94.［P3-09-6］ 緊急手術中に不規則抗体陽
性が判明した 2症例

日本臨床麻酔学会第 35 
回大会（2015.10-21-23）
横浜

鈴木　直樹，武田　明子，室園美智博，柳田　国夫*

95.［005-4］敗血症を中心とした種々の病
態における Histon 蛋白濃度と予後に
関する検討

第 43回日本救急医学会
総会・学術集会（2015. 
10.21-23）東京

升田　好樹*，巽　　博巨*，吉田真一郎*，数馬　　聡*，
後藤　京子*，高橋科那子*，片山　洋一*，今泉　　均，
伊藤　隆史*
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96. 特別講演『敗血症性ショック患者に対
する PMX-DHPの予後改善効果の検
討～Sepsis Registryを基にした多施設
大規模研究～』

第 35回日本アフェレシ
ス学会北海道地方会
（2015.10.24）札幌

今泉　　均

97. 黄耆建中湯により軽快した乳児肛門
周囲膿瘍の 1例

第 20回日本小児外科漢
方研究会 （2015.10.30）
熊本

林　　　豊*，四柳　聡子*，矢数　芳英，長江　逸郎*，
粕谷　和彦*，勝又　健次*，土田　明彦*

98.［P13-5］肺切除術中の肺動脈損傷によ
り心停止をきたした 2症例

日本蘇生学会第 34回大
会（2015.11.5-6）秋田

金子　恒樹，西山　遼太，竹下　裕二，関根　秀介，
今泉　　均，内野　博之

99.［P13-6］食道癌再建術後に Torsade de 
Pointes（ToP）から難治性 Vfに至っ
た一例

日本蘇生学会第 34回大
会（2015.11.5-6）秋田

竹下　裕二，西山　遼太，金子　恒樹，関根　秀介，
今泉　　均，内野　博之

100.［P7-6］劇症型溶血性連鎖球菌による
肺炎，敗血症性ショックから救命し得
た 1症例

日本蘇生学会第 34回大
会（2015.11.5-6）秋田

西山　遼太，竹下　裕二，金子　恒樹，関根　秀介，
今泉　　均，内野　博之

101.［P24-3］外傷性下顎骨骨折の気道管理
に難渋し，緊急気管切開を行って救命
し得た一例

日本蘇生学会第 34回大
会（2015.11.5-6）秋田

大嶽　宏明*，金子　英人，赤柴　　竜*，富野美紀子，
近江　明文

102. The Blood-Brain Barrier Choline Trans-
porter

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

岩尾　紅子*，屋良　美紀，原　　直美，西原　広史*，
井上　　猛*，稲津　正人*

103. 肥満患者の周術期管理は非常に危険
～考え方と対策～

第 47 回茨城医療セン
タ ー 症 例 検 討 会 
（2015.11.16）茨城

崔　　英姫，宮下　亮一，武田　明子，室園美智博

104. 周術期急性痛管理デバイス関連のイ
ンシデントの検証

第 10回 医療の質・安全
学 会 学 術 集 会
（2015.11.22-23）千葉

柿沼　孝泰，板橋　俊雄，浦松　雅史*，荻原　幸彦，
三木　　保*，内野　博之

105. 頸管裂傷による大量出血に対して
ATIII製剤を使用した 1 症例

第 119回日本産科麻酔学
会学術大会（2015.11.28-

29）東京

金子　恒樹，柿沼　孝泰，内野　博之

106. 僧帽弁置換術の合併症 第 21回新宿心臓麻酔カ
ンファランス（2015.12.5）
東京

富野美紀子

口 腔 外 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　初期研修および後期研修を通じて，口腔外科医育成プログラムとして口腔腫瘍，粘膜疾患，顎関節疾患，デンタ

ルインプラント，唇顎口蓋裂・顎変形症当の各専門外来をローテーションするプログラムを組み，研修終了時に
日本口腔外科学会認定医の取得を目標としている。また，麻酔科・救急救命センター・放射線科をそれぞれロー
テーションし医学知識ならびに手技の習得も目標としている。

「現 状 説 明」　初期研修時には，まず口腔外科の基本知識と技能を習得するため外来業務・病棟業務を通じ，診断レベルの向上
および手術基本手技の習得・向上につとめている。後期研修期間は，麻酔科・救急救命センター・放射線科で研
修することにより口腔外科医として必要な医学知識および手技習得に重点を置いたプログラムになっている。後
期研修終了者は，日本口腔外科学会認定医の受験資格を取得している。

「点検・評価」　現状においては時間的な制約のため，臨床技術および知識のレベルを客観的に評価できていない。
「改 善 方 策」　期間における学習効率を確認するため，スタッフ会議にて研修医の到達度を確認する。
「目標・改善方策の達成度」　研修終了後に多数が口腔外科学会認定医を取得しており，達成度は高い。
【研究】
「到 達 目 標」　当分野では研究の質の向上およびより多くの研究費獲得のため目指して，卒後 5年以上の医員は，文科省科学研

究費に申請し専門領域の先端研究を行うことを目標としている。
「現 状 説 明」　多くの研究課題が採択され，研究費を得ている。
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「点検・評価」　数ヶ月ごとのプログレスレポートで進行具合を確認している。
「改 善 方 策」　数ヶ月ごとに研究の進行具合を医局会で確認し，研究の質を高めていく。
「目標・改善方策の達成度」　多数の研究課題が採択され，研究遂行中であり達成度は高い。
【診療】
「到 達 目 標」　新宿，渋谷，中野などの近隣地区における中核的な診療体制の構築し，病診連携を強化することにより症例数の

確保，診療報酬の増加を目標としている。
「現 状 説 明」　近隣地区の連携向上だけではなく，院内においても口腔ケアへの取り組みを強化している。
「点検・評価」　半年ごとに外来・病棟業務における症例数，受診症例数の推移，診療報酬の増減等を客観的に評価している。
「改 善 方 策」　病診連携をさらに強化し，症例数の確保および診療報酬増加につなげる。
「目標・改善方策の達成度」　診療報酬は増加している。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　社会における認知された歯科口腔外科・矯正歯科を目指す。
「現 状 説 明」　各地域歯科医師会と連携し，口腔癌検診や講演等を開催している。
「点検・評価」　年間の講座業績を通じて評価している。
「改 善 方 策」　より幅広い知識の普及を目指し，口腔外科疾患やその治療の情報公開に努める。
「目標・改善方策の達成度」　昨年度より社会貢献度は増加している。

I.　著書
1. 早期膵がん・膵がんリスク疾患を検出
する血液バイオマーカーの開発　
－Apolipoprotein AII isoformを用いた
早期膵がんの検出，オミックスで加速
するがんバイオマーカー研究の最新
動向　リスク評価，早期診断，治療効
果・予後予測を可能にする新しいバイ
オマーカー

メディカルドゥ，遺伝子
医学 MOOK29, 2015

紙田　正博，三浦　奈美，庄司　広和，本田　一文

2. 口唇裂・口蓋裂に対する上顎骨延長術 クインテッセンス出版，
イラストでみる口腔外科
手術 4：256-261, 2015

近津　大地，野間　弘康，栗田　賢一，木村　博人，
瀬戸　晥一，福田　仁一，山根　源之，朝波惣一郎

II.　学術論文
A1. ACTN4 copy number increase as a pre-

dictive biomarker for chemoradiotherapy 
of locally advanced pancreatic cancer

Br J Cancer 112（4）：704-

7 1 3 .  d o i：1 0 . 1 0 3 8 /
b j c . 2 0 1 4 . 6 2 3 ,  2 0 1 5
（IF=4.83）

Watanabe T,  Ueno H,  Watabe Y,  Hiraoka N,  Morizane 
C,  Itami J,  Okusaka T,  Miura N,  Kakizaki T,  Kakuya T,  
Kamita M,  Tsuchida A,  Nagakawa Y,  Wilber H,  Yamada 
T,  Honda K

2. The Alternatively Spliced Actinin-4 Vari-
ant as a Prognostic Marker for Metastasis 
in Small-cell Lung Cancer

Anticancer Res Mar 35
（3）：1663-1667, 2015
（IF=1.826）

Okamoto N,  Suzuki H,  Kawahara K,  Honda K,  他 10
名

3. A randomized trial to identify the most 
eff ective dose of remifentanil during Le 
fort I osteotomy

Journal of Oral and Maxil-
lofacial Surgery 73：1073-

1077, 2015（IF=1.631）

Abukawa H,  Matsuo A,  Watanabe M,  Kono M,  Satomi 
T,  Chikazu D

4. Bropirimine inhibits osteoclast diff erentia-
tion through production of interferon-b

Biochemical and Biophysi-
cal Research Communica-
tions 467（1）：146-151, 
2015（IF=2.731）

Suzuki H,  Mochizuki A,  Yoshimura K,  Miyamoto Y,  
Kaneko K,  Inoue T,  Chikazu D,  Takami M,  Kamijo R

5. Plasma biomarker for detection of early 
stage pancreatic cancer and risk factors 
for pancreatic malignancy using antibod-
ies for apolipoprotein-AII isoforms

Sci Rep  5：15921, 2015
（IF=5.228）

Honda K,  Kobayashi M,  Okusaka T,  Jo Ann Huang J,  
Marsh T,  Sanada M,  Sasajima Y,  Nakamori S,  Shima-
hara M,  Ueno T,  Tsuchida A,  Sata N,  Ioka T,  Yasunami 
Y,  Kosuge T,  Miura N,  Kamita M,  Sakamoto T,  Shoji 
H,  Jung G,  Srivastava S,  Yamada T
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6. Short Lingual Osteotomy Using a Piezo-
surgery Ultrasonic Bone-Cutting Device 
During Sagittal Split Ramus Osteotomy

J Craniofac Surg 26（7）：
e567-568. doi：10.1097/
SCS.0000000000001590, 
2015（IF=1.592）

Kawase-Koga Y,  Mori Y,  Kannno Y,  Hoshi K,  Takato T

7. Tissue-Engineered Bone With 3 Dimen-
sionally Printed β-Tricalcium Phosphate 
and  Polycaprolactone Scaff olds and Early 
Implantation

Journal of Oral and Maxil-
lofacial Surgery  73：1016.
e1011-1016.e1011, 2015
（IF=1.631）

Konopnicki S,  Basel S,  Cory R,  Adam P,  Pogal-Suss-
man T,  Hwang K,  Abukawa H,  Troulis M

8. Evaluation of dental implants as a risk 
factor for the development of bisphospho-
nate-related osteonecrosis of the jaw in 
breast cancer patients.An In Vivo Pilot 
Study in a orcine Mandible Model

Odontology 10：1007/
s10266-015-0207-4, 2015
（IF=1.538）

Matsuo A,  Hamada H,  Takahashi H,  Okamoto A,  
Chikazu D

9. Protein expression profi les characterize 
distinct features of mouse cerebral corti-
ces at diff erent developmental stages

P L o S  O n e  1 0（ 4）：
e0125608. doi：10.1371/
journal .pone.0125608, 
2015（IF=3.057）

Zhang H,  Kawase-Koga Y,  Tao S

10. The biological role of actinin-4（ACTN4）
in malignant phenotypes of cancer

Cell Biosci 18（5）：41, 
2015（IF=3.63）

Kazufumi H

11. Management of comorbid advanced stage 
gingival squamous cell carcinoma and 
classical Hodgkin lymphoma by a combi-
nation of surgery and split ABVD chemo-
therapy

Journal of Oral and Maxil-
lofacial Surgery, Medicine, 
and Pathology 27（2）：
245-249, 2015

Abukawa H,  Satomi T,  Tauchi T,  Matsubayashi J,  
Kusama H,  Nagao T,  Asada Y,  Kono M,  Watanabe M,  
Chikazu D

12. 上顎骨の顎矯正手術 日本顎変形症学会雑誌  
25（4）：260-264, 2015

近津　大地

13. 早期頭頸部癌に対する治療選択　下
咽頭癌に対する機能温存治療　頸部
外切開による咽頭喉頭部分切除術の
役割

頭 頸 部 癌 41（1）：1-6, 
2015

佐々木　徹，川端　一嘉，三谷　浩樹，米川　博之，
福島　啓文，新橋　　渉，瀬戸　　陽，小泉　　雄，
神山　亮介，蛯名　　彩，福岡　　修，日高　竜太，
濱孝　　憲，太田　久幸，上里　　迅，白尾浩太郎，
長谷川　温，太田　貴久

14. 骨構造を基盤とした顎堤形成術の治
療選択

口腔顎顔面インプラン
ト，2015

松尾　　朗

15. インプラント手術に関連する移植骨
の構造について

日本口腔インプラント学
会 28（1）：19-28, 2015

松尾　　朗

C1. 若年者のびまん性硬化性下顎骨骨髄
炎にパミドロネートが著効した 1例

日本口腔外科学会雑誌  
61（7）：368-373, 2015

河野　通秀，渡辺　正人，浜田　勇人，藤川　　考，
里見　貴史，近津　大地

2. 口腔症状により HIV感染症が判明し
た 2例

有病者 歯 科 医 療 24：
74-79, 2015

宮本　重樹，小川　　隆，金子　忠良，今井　健一，
落合　邦康，藤井　　毅，近津　大地

3. ナンセンス変異による PTCH1遺伝子
を伴った母斑基底細胞症候群の 1例

日本口腔外科学会雑誌  
61（2）：36-40, 2015

浜田　勇人，古賀　陽子，虻川　東嗣，河野　通秀，
藤川　　考，近津　大地

4. 下顎歯肉に転移した肺原発多形癌の 1
例

日本口腔外科学会雑誌  
61（9）：458-462, 2015

立花絵理子，山口　洋平，立花　哲也，山科　光正，
近津　大地

D1. 口腔の有害事象　造血細胞移植患者
の口腔ケアガイドライン

日本口腔ケア学会編　口
腔保険協会，東京，2015

茂木　伸夫，近津　大地

2. 口唇口蓋裂センターの設立について 「かしわぎ」46号　東京
医科大学，東京，2015

近津　大地

3. Q&Aコーナー「東京医科大学病院の
口唇口蓋裂センターについて教えて
下さい。」

JCPF会報 77（6）：日本口
唇口蓋裂協会，愛知，
2015

近津　大地

4.「口唇口蓋裂センター」のご案内　診
療連携のご案内 2015

東京医科大学病院，東京，
2015

近津　大地
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5. 日本睡眠歯科学会口腔内装置診療ガ
イドライン作成委員会の活動報告

日本睡眠歯科学会1（2）：
148-153, 2015

田賀　　仁

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Utility of actinin-4 protein overexpression 

as a predictive biomarker for the therapeu-
tic eff ect of adjuvant chemotherapy for 
resected lung adenocarcinoma

The European Lung Cancer 
C o n f e r e n c e（E L C C）
2 0 1 5（2 0 1 5 . 4 . 1 5-1 8） 
Geneva, Switzerland

Shiraishi H,  Fujiwara Y,  Kakuya T,  Tsuta K,  Watabe Y,  
Watanabe S,  Noro R,  Miura N,  Kamita M,  Kakisaki T,  
Huang W,  Yamada T,  Asamura H,  Ohe Y,  Honda K

2. Development for plasma biomarker for 
detection of early stage pancreatic cancer 
and risk factors for pancreatic malignancy 
using antibodies for apolipoprotein-AII 
isoforms

European Proteome Asso-
ciation Annual Congress 
2 0 1 5（2 0 1 5 . 6 . 2 3-2 8） 
Milano, Italy

Honda K,  Kobayash M,  Okusaka T,  Nakamori S,  
Shimahara M,  Ueno T,  Tsuchida A,  Sata N,  Ioka T,  
Yasunami Y,  Kosuge T,  Jung G,  Yamada T

3. Plasma biomarker for detection of early 
stage pancreatic cancer and risk factors 
for pancreatic malignancy using antibod-
ies against apolipoprotein-AII isoforms

European Society for Med-
ical Oncology Congress 
2 0 1 5（2 0 1 5 . 9 . 2 5-2 9） 
Vienna, Austria

Honda K,  Kobayashi M,  Okusaka T,  Nakamori S,  
Shimahara M,  Ueno T,  Tsuchida A,  Sata N,  Ioka T,  
Yasunami Y,  Kosuge T,  Jung G,  Yamada T

4. Identifi cation of neurosphere generation 
from human dental pulp stem cells in 
completely serum-free condition

Tenth Annual Translational 
Stem Cell Research Con-
ference（2015.10.27-28） 
New York, USA

Kawase-Koga Y,  Fujii Y,  Chikazu D

5. A randomized trial to identify the most 
eff ective dose of dexamethasone for bilat-
eral sagittal split osteotomies

22nd International Confer-
ence on Oral and Maxillo-
facial Surgery（2015.10.27-

30）Melbourne, Australia

Abukawa H,  Koga Y,  Kono M,  Matsuo A,  Satomi T,  
Chikazu D

6. Copy number of ACTN4 is a predictive 
indicator for late metastasis of cervical 
lymph nodes in early-stage tongue cancer

International Conference 
on Oral and Maxillofacial 
Surgery 2015（2015.10.27-

30） Melbourne, Australia

Kakuya T,  Mori T,  Watabe Y,  Yoshimoto S,  Miura N,  
Nomura T,  Yamada T,  Wilber H,  Shibahara T,  Honda K

7. Evaluation of OK-432（Picibanil）injec-
tion therapy for intraoral ranula

22nd International Confer-
ence on Oral and Maxillo-
facial Surgery（2015.10.27-

30） Melbourne, Australia

Kono M,  Satomi T,  Hasegawa O,  Abukawa H,  Koga Y,  
Matsuo A,  Chikazu D

8. Eff ects of red light-emitting diode irradia-
tion on the proliferation and diff erentia-
tion of preosteoblastic MC3T3-E1 cells

22st International Confer-
ence on Oral and Maxillo-
facial Surgery（2015.10.27-

30） Melbourne, Australia

Suzuki H,  Asai T,  Kitayama M,  Matsumoto K,  Kimoto 
A,  Shigeoka M,  Chikazu D,  Komori T

9. Highly effi  cient and stable culture for 
human dental stem cells in Serum-free 
condition

THE 2015 NYSCF CON-
FERENCE （2015.10.28-

29） New York, USA

Fujii Y,  Koga Y,  Chikazu D

国内学会
A1.【オールジャパンの創薬支援－創薬立
国日本に向けて】 「シスプラチン耐性
克服に向けた創薬を目指して－進行
卵巣がんのシスプラチン耐性腫瘍に
対する創薬－」

日本医療研究開発機構設
立準備委員会，医薬基盤
研究所，理化学研究所，
産業総合研究所共催　創
薬支援ネットワーク・シ
ンポジウム（2015.1.16） 
グランフロント大阪　ナ
レッジシアター，大阪

本田　一文



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 467S

2.「口腔がん治療の均てん化・標準化」
特別講演「がん個別化医療・早期診断
バイオマーカーの開発と実用化」［文
部科学省　がんプロフェッショナル
養成基盤推進プラン］－高度がん医療
開発を先導する専門家の養成－4大学
合同事業

慶應義塾大学・東海大学・
東京歯科大学・信州大学
（2015.2.8）新宿 NSビル，
東京

本田　一文

3. HIV感染症の口腔症状の経験 平成 26年度東京都歯科
向 け エ イ ズ 講 習 会
（2015.2.17）調布市文化
会館たづくり，東京

伊能　智明

4. 副作用と医療連携 睡眠歯科学会～睡眠の基
礎を学ぼう～歯科医師の
ための睡眠学セミナー
（2015.2.22）JR東京総合
病院，東京

田賀　　仁

5. がん個別化医療・早期診断バイオマー
カーの開発と実用化

分子病態イメージング研
究プログラム不定期講演
会（2015.3.6）独立行政
法人　放射線医学総合研
究所

本田　一文

6. ワークショップ 1 睡眠時無呼吸症候群
に対する顎矯正手術の適応を考える 
睡眠医療から見たMMAの適応と問題
点

第 69回日本口腔科学会
学術集会（2015.5.15）大
阪国際会議場，大阪

松尾　　朗

7. 上顎骨の顎矯正手術　矯正歯科医の
ための顎矯正手術術式解説－骨切り
部位と可能な顎骨移動方向の確認

日本顎変形症学会第 11
回教育研修会（2015.6.5） 
ベルサール神田，東京

近津　大地

8.「医科歯科連携における口腔ケアの重
要性」

キッセイ薬品工業株式会
社 K-ネットカンファレ
ンス（2015.6.9）キッセ
イ薬品工業株式会社本
社，東京

古賀　陽子

9. 睡眠歯科学会エキスパートセミナー
エキスパート施設紹介

睡眠歯科学会（2015.7.4）
栃木県総合文化セン
ター，栃木

田賀　　仁

10. 顎変形症症例の術前・術中・術後 CMF Open Discussion & 
C o n f e r e n c e  2 0 1 5 
（2015.7.11）ジョンソン・
エンド・ジョンソン（株）
J-Oneタワー，東京

近津　大地

11. 新技術を支える質のよい臨床サンプ
ルの収集を目指して

日本プロテオーム学会
2015年会（2015.7.23） く
まもと森都心プラザ

本田　一文

12. ワークショップ歯科・口腔内病変につ
いて

第 3回日本結節性硬化症
学 会 学 術 総 会
（2015.10.17）JR 東 京 総
合病院，東京

田賀　　仁

13. 膵がん検診の効率化を目指した血液
バイオマーカーの実用化

実用化に向けた国立がん
研究センター創薬シーズ
発表会（2015.11.6）日本
橋ライフサイエンスハブ

本田　一文
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14.「がん細胞の浸潤・転移に関与する細
胞突起形成に必須なアクチニン 4の生
物学的機能」

生体膜と薬物の相互作用
シ ン ポ ジ ウ ム
（2015.11.20）熊本大学薬
学部

本田　一文

15. OSASの OA治療　医療連携のための
講習会

東京歯科保険医協会講演
会（2015.11.29）エムワ
イ高田馬場，東京

田賀　　仁

16. 歯周病と全身のかかわり 第 103回東京医科大学病
院　 市 民 公 開 講 座
（2015.12.18）東京医科大
学病院，東京

森光　麗子，古賀　陽子

17. 睡眠歯科医学の最前線 第 5 回つくば毛利歯科　
年 末 セ ミ ナ ー
（2015.12.19）つくば国際
会議場，茨城

松尾　　朗

B1. 当科における口腔扁平上皮癌 N0症例
の検討

第 33回日本口腔腫瘍学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.1.29-30）奈良県新
公会堂，奈良

河野　通秀，里見　貴史，長谷川　温，榎本　　愛，
虻川　東嗣，古賀　陽子，松尾　　朗，近津　大地

2. 口腔顔面領域の慢性疼痛に対して
Duloxetineが著効した 1例

第 44回日本慢性疼痛学
会（2015.2.27-28）ロー
ズホテル横浜，神奈川

岡本　彩子，桝屋　二郎，安田　卓史，松尾　　朗，
近津　大地

3. 当科におけるビスフォスフォネート
関連顎骨壊死（BRONJ）に対する対
応について

第 24回日本有病者歯科
医療学会総会・学術集会
（2015.3.20-22）旭川市大
雪クリスタルホール，北
海道

山崎　晴佳，池田　哲也，近津　大地

4. 歯肉出血を契機に判明した後天性血
友病の一例

第 24回日本有病者歯科
医療学会総会・学術集会
（2015.3.20-22）旭川市大
雪クリスタルホール，北
海道

池田　哲也，山崎　晴佳，近津　大地

5. 東京医科大学病院における周術期口
腔機能管理の取り組み－医科・歯科医
療連携の実際－

第 24回日本有病者歯科
医療学会総会・学術集会
（2015.3.20-22）旭川市大
雪クリスタルホール，北
海道

高橋　英俊，森光　麗子，安田　卓史，古賀　陽子，
多田　昌功，井上　　薫，近津　大地

6. ビスフォスフォネート関連顎骨壊死
に対する新しい対応方法について

第 69回 NPO法人日本口
腔 科 学 会 学 術 集 会，
（2015.5.13-15）大阪国際
会議場，大阪

池田　哲也，藏口　　潤，里見　貴史，近津　大地

7. 上顎骨に発生した骨芽細胞腫の 1例 第 69回日本口腔科学会
（2015.5.15）大阪国際会
議場，大阪

渡邉　　純，里見　貴史，河野　通秀，榎本　　愛，
長谷川　温，虻川　東嗣，古賀　陽子，松尾　　朗，
近津　大地

8. 下顎骨に発生したまれな単純性骨嚢
胞

第 69回日本交通医学会
総会（2015.5.31）仙台市
情報・産業プラザ，宮城

田賀　　仁

9. 下顎枝矢状分割術でのデキサメタゾ
ンリン酸エステルナトリウムの至適
投与量は ?　ランダム化比較試験

第 25回日本顎変形症学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.6.4-5）ベルサール
神田，東京

虻川　東嗣



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 469S

10. 下顎枝矢状分割術後の早期プレート
抜去症例の骨癒合に対する検討

第 25回特定非営利活動
法人日本顎変形症学会総
会・学術大会（2015.6.4-5）
ベルサーレ神田，東京

古賀　陽子，斉藤美紀子，河野　通秀，虻川　東嗣，
長濱　浩平，鈴木　　巌，近津　大地

11. 三叉神経痛難治症例に対して五苓散
が著効した 1例

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.12-14） 
富山国際会議 富山市民
プラザ ANAクラウンプ
ラザホテル富山，富山

安田　卓史，岡本　彩子，矢数　芳英，近津　大地

12. 口腔機能管理に難渋した胃酸逆流過
多を呈した口腔癌患者の 1例

第 12回日本口腔ケア学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.6.27-28）海峡メッ
セ下関，山口

十文字里沙，古賀　陽子，安田　卓史，高橋　英俊，
森光　麗子，森　　真美，近津　大地

13. 東京医科大学病院における周術期口
腔機能管理の取り組み

第 12回日本口腔ケア学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.6.27-28）海峡メッ
セ下関，山口

森　　真美，高橋　英俊，森光　麗子，十文字里沙，
安田　卓史，古賀　陽子，近津　大地

14. 下顎前突を呈する閉塞性睡眠時無呼
吸患者に関する検討（第 2報）

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2-3）
栃木県総合文化セン
ター，栃木

田賀　　仁，松尾　　朗，高橋　英俊，近津　大地

15. 三叉神経痛（第三枝）難治症例に対し
て五苓散が著効した 1例

20回日本口腔顔面痛学
会学術大会　第 28回日
本顎関節学会総会・学術
大会　共催学術大会
（2015.7.4-5）名古屋国際
会議場，愛知

安田　卓史，岡本　彩子，近津　大地

16. 口腔顔面領域の慢性疼痛に対して
Duloxetineが著効した 2症例

第 20回日本口腔顔面痛
学会（2015.7.4-5）名古
屋国際会議場，愛知

岡本　彩子，桝屋　二郎，安田　卓史，松尾　　朗，
近津　大地

17. 内因性活性イオウ種はマウス軟骨細
胞の増殖と骨の伸長を促進した

第 33回日本骨代謝学会
学術集会（2015.7.23-25） 
京王プラザホテル，東京

星野真理江，金子児太郎，宮本　洋一，近津　大地，
馬場　一美，上條竜太郎，赤池　孝章

18. 舌癌部分切除後の舌の口蓋への擦過
運動習癖悪化により生じた角化およ
び褥瘡性潰瘍への対応の 1例

第 25回日本口腔内科学
会（2015.9.18-19）大阪
大学コンベンションセン
ター，大阪

安田　卓史，虻川　東嗣，榎本　　愛，岡本　彩子，
長谷川　温，古賀　陽子，渡辺　正人，里見　貴史，
近津　大地

19. 口腔心身症外来受診患者の臨床統計 第 25回日本口腔内科学
会学術大会（2015.9.18-

19）大阪大学，大阪

岡本　彩子，桝屋　二郎，安田　卓史，井上　　猛，
近津　大地

20. KTPレーザーによる病変内光凝固を
行った口腔顔面領域低流速血管奇形
38病変の評価（ワークショップ）

第 60回（公社）日本口
腔外科学会総会・学術大
会（2015.10.16-18）名古
屋国際会議場，名古屋

虻川　東嗣，河野　通秀，浜田　勇人，岡本　彩子，
里見　貴史，近津　大地

21. 顎骨再建を目的とした骨形成因子徐
放型吸収性材料の開発

第 60回（公社）日本口
腔外科学会総会・学術大
会（2015.10.16-18）名古
屋国際会議場，名古屋

虻川　東嗣，近津　大地

22. 発展途上国における舌良性腫瘍によ
り摂食障害を生じた 1例

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

井村　英人，夏目　長門，新美　照幸，西條　英人，
笹栗　正明，三古　谷忠，松田　光悦，近津　大地，
柳澤　繁孝
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23. Association between clinical course and 
cytotoxic immune response in oral lichen 
planus

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，名古屋

榎本　　愛，安田　卓史，山科　光正，近津　大地

24. 口腔扁平上皮癌における M2マクロ
ファージ発現の臨床病理学的検討

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

河野　通秀，里見　貴史，長谷川　温，渡辺　正人，
池畑　直樹，榎本　　愛，虻川　東嗣，古賀　陽子，
近津　大地

25. 下顎枝矢状分割術後の早期プレート
抜去症例の顎関節に関する検討

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

古賀　陽子，藤居　泰行，池畑美紀子，河野　通秀，
長谷川　温，虻川　東嗣，渡辺　正人，里見　貴史，
近津　大地

26. 不正咬合を伴う閉塞性睡眠時無呼吸
症候群に顎矯正手術を行った精神発
達遅滞の 1例

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

小川　　隆，仲井　孝之，斎藤　建児，宮本　重樹，
近津　大地

27. ビスフォスフォネート関連顎骨壊死
に対する新しい対応方法について

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

池田　哲也，藏口　　潤，宮本　重樹，里見　貴史，
近津　大地

28. 粘表皮癌 6例の臨床的検討 第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

長谷川　温，里見　貴史，河野　通秀，渡辺　正人，
虻川　東嗣，榎本　　愛，池畑　直樹，濱田　勇人，
古賀　陽子，近津　大地

29. 口腔癌において組織学的悪性度より
評価した上皮間葉移行に関する免疫
組織化学的検討

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

渡辺　正人，榎本　　愛，河野　通秀，長谷川　温，
虻川　東嗣，里見　貴史，近津　大地

30. 副鼻腔真菌症と上顎洞炎との関連に
ついて

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

渡邉　　純，池田　哲也，里見　貴史，近津　大地，
齋藤康一郎

31. 口腔内に発生した多発性骨髄腫の髄
外性病変の 1例

第 60回日本口腔外科学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.10.16-18）名古屋
国際会議場，愛知

齊藤　建児，小川　　隆，仲井　孝之，近津　大地

32. 当院における閉塞性睡眠時無呼吸症
候群患者に対する口腔内装置の治療
成績および下顎最大前方移動量に対
する検討

第 14回日本睡眠歯科学
会（2015.11.21-22）藤田
保健衛生大学，愛知

高橋　英俊，松尾　　朗，仲井　孝之，田賀　　仁，
多田　昌功，旭　　宣明，近津　大地

33. 重度な骨欠損を有する両側性唇顎口
蓋裂患者に対しインプラント治療を
行った 1例

第 19回公益社団法人日
本顎顔面インプラント学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.11.28-29） メ リ
キュールホテル横須賀，
神奈川

米山　勇哉，古賀　陽子，渡辺　正人，高橋　英俊，
河野　通秀，濵田　勇人，里見　貴史，松尾　　朗，
近津　大地

34. 顎矯正手術を施行した type 1 von Will-
ebrand disease 症例の止血管理

第 200回日本口腔外科学
会関東支部学術集会
（2015.12.19）東京大学，
東京

桝井　美奈，虻川　東嗣，渡辺　正人，古賀　陽子，
里見　貴史，鈴木　隆史，近津　大地
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形 成 外 科 学 分 野

【教育】
「到 達 目 標」　学生：医師として大学卒業後も役立つ知識・技術の習得および習得方法の学習ができるように臨床実習を行う。
　　　　　　　大学院生：自分で実験の計画実行評価が出来るような土台形成を行う。
「現 状 説 明」　学生：形成外科スタッフにマンツーマンでついて実習を行うことにより，より密な指導ができるように実習を

行っている。各グループに行っているクルズスでは基礎知識に加え，臨床現場の実践的な内容を含めて系統的に
行っている。

「点検・評価」　学生：今年度スタッフが増え，より学生に寄り添える時間が増えた。
　　　　　　　大学院生：スタッフの実験に積極的に参加した。
「改 善 方 策」　学生：増えたスタッフで，より臨床の場を経験させ，机上の勉強にならないようにする。
　　　　　　　大学院生：現在の実験を進めるとともに，自身の興味ある分野の実験計画を立案する。
「目標・改善方策の達成度」　 60%程度達成した。
【研究】
「到 達 目 標」　問題意識をもって日常の診療にあたる。そこから生じた疑問を解決すべく，研究計画を立て，治療にフィードバッ

クできるような研究を行う。
「現 状 説 明」　創傷治癒の研究を中心に行っている。
「点検・評価」　肥厚性瘢痕やケロイド，組織の pHと創傷治癒の関係について，創傷治癒の分野にフィードバックできる可能性

の実験を行うことができた。
「改 善 方 策」　創傷治癒には多くの因子が絡んでいるため，単純に一つの結果より臨床へ展開する結論を得ることは難しい。得

られた結果から少しずつ研究範囲を広げていくようにする。
「目標・改善方策の達成度」　 60%程度達成した。
【診療】
「到 達 目 標」　患者中心の治療を行う事，他科と連携した治療の確立をすること。また大学病院として学生が臨床実習中に医療

チームの一員として学習できること。
「現 状 説 明」　患者の抱えている問題点をよくききだし，解決方法を一緒話あったうえで，患者が納得のいった治療を行ってい

る。形成外科のみの疾患に及ばず，耳鼻科・口腔外科・乳腺科をはじめ多岐にわたる診療科と協力して治療にあ
たっている。学生はスタッフとともに行動し，チームの一員として診療に参加している。

「点検・評価」　診療対象が全身であるため，その疾患数や種類は多く，限られたスタッフで診察に当たらねばならないことから，
外来の患者待ち時間が増えることが問題である。学生はスタッフと行動することにより，患者と接する時間が短
くなることがある。

「改 善 方 策」　初診時は困難であるが，再診時の予約時間の調整を行う。スタッフの雑務時間を利用して，がより多く患者と接
することができるようにする。

「目標・改善方策の達成度」　 60%程度達成した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　再生医療の現状とそれに関する知識の一般普及を行う。創傷の管理に関する，正しい知識の提供を広く行う。
「現 状 説 明」　国内再生医療で初承認となった自家培養皮膚の臨床経験を元に，その有用性，問題点，今後の展開に関して，社

会に報告する。医療関係者対しては，講演会などを通じて情報を提供している。
「点検・評価」　新聞・雑誌・テレビ・市民公開講座などで情報を提供している。
「改 善 方 策」　現状では，取材の受け入れなどに応じての情報提供であるが，今後は積極的に情報を自ら発信していきたい。
「目標・改善方策の達成度」　 60%程度達成した。

I.　著書
1. 自家培養表皮は重傷熱傷治療をどう
変えたか

日経メディカル　SPE-
CIAL 年末年始特別版　
2015 WINTER

松村　　一

2. 今日の熱傷治療－II度熱傷を中心に－ M e d i c a l  T r i b u n e
（2015.2.26）特別企画

松村　　一

3. 施設訪問　東京医科大学病院口唇口
蓋裂センター

M e d i c a l  T r i b u n e
（2015.5.7）

松村　　一
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4. 自家培養表皮ジェイスは自家移植と
の併用で成績向上

日経バイオテク法人版
ONLINE Pharma Business

松村　　一

5. 口唇裂の手術時期について　その利
点欠点

JCPF会報　第 76号 松村　　一

6. 口唇裂の手術時期について　その利
点欠点

JCPF会報　第 77号 松村　　一

II.　学術論文
A1. Increased wound pH as an indicator of 

local wound infection in second degree 
burns

Burns 41（4）：820-824, 
2015 （IF=1.9）

Ono S,  Imai R,  Ida Y,  Shibata D,  Komiya T,  Matsu-
mura H

2. Eff ects of supplementation with a combi-
nation of beta-hydroxy-beta-methyl 
butyrate, L-arginine, and L-glutamine on 
postoperative recovery of quadriceps 
muscle strength after total knee arthro-
plasty

Asia Pacific journal of 
clinical nutrition 24（3）：
412-420, 2015 （IF=1.88）

Nishizaki K,  Ikegami H,  Tanaka Y,  Imai R,  Matsumura 
H

3. Combination Therapy against Polymicro-
bial Infection, Including by NDM-1-Pro-
ducing Enterobacteriaceae Resistant to 
Colistin

Antimicrobial agents and 
chemotherapy 59（8）：
5 0 9 2-5 0 9 3 ,  2 0 1 5 
（IF=4.48）

Nakamura I,  Sakamoto N,  Ida Y,  Imai R,  Aoki K,  Ando 
R,  Yamaguchi T,  Matsumura H,  Matsumoto T

4. Anatomy of the superfi cial layer of super-
fi cial fascia around the nipple-areola com-
plex

Aesthetic plastic surgery 
39（2）：209-213, 2015 
（IF=0.96）

Komiya T,  Ito N,  Imai R,  Itoh M,  Naito M,  Matsu-
bayashi J,  Matsumura H

5. 眼窩底骨片が鈍角転位した眼窩下骨
折に対する上顎洞バルーン法の適応
の限界

日本頭蓋顎顔面外科学会
誌 31（2）：51-56, 2015

島田　和樹，今井龍太郎，松村　　一

6. 特集：創閉鎖法の進歩　総説　創閉鎖
法の基本的な考え方

日本外科感染症学会雑誌 
12（3）：161-167, 2015

松村　　一

7. 形成外科・創傷外科の過去，現在，未
来

東 医 大 誌 73（1）：3-15, 
2015

松村　　一

8. 随想　Leader・Followerの関係性の変
化と患者の自己決定権

形 成 外 科 58（2）：125, 
2015

松村　　一

9. 形成外科術式の継承法についての検
討

形 成 外 科 58（4）：400-

406, 2015
菅又　　章

10. 熱傷創における Hydrosurgery system
（VERSAJETTMIIによるデブリードマ
ンの適性深度の検討

創傷 6（3）：87-92, 2015 井田タ紀子，小野紗耶香，朝本　有紀，内藤　彬子，
仁木さやか，松村　　一

11. 胸骨骨髄炎，縦隔炎にたいする瘻孔造
影 CTを用いた当科の治療戦略

創傷 6（4）：132-138, 2015 仁木さやか，小野紗耶香，島田　和樹，朝本　有紀，
柴田　　大，今井龍太郎，松村　　一

12. 本邦の熱傷治療における鎮痛・鎮静対
策の現状と問題点

日本熱傷学会機関誌 41
（3）：115-122, 125

権東　容秀，松村　　一，今井龍太郎，渡辺　克益

13. 単回使用陰圧創傷治療システムを用
いた局所陰圧閉鎖療法

形成外科 58：1255-1261, 
2015

柴田　　大，松村　　一，今井龍太郎，小野紗耶香，
井田夕紀子，坂本奈津紀，朝本　有紀

14. 左腋窩に原発した異所性悪性髄膜腫
の 1例と報告例の集計

日本形成外科学会会誌
35（4）：203-209, 2015

渡邊　浩志，権東　容秀，國分　瑛理，吉澤　直樹，
菅又　　章

15. 皮膚アスペルギルス感染を生じた重
症熱傷症例

東医大誌 74（1）：2015 島田　和樹，今井龍太郎，石上　雄太，藤田　裕晃，
井上　理恵

C1. A case of blowout fracture of the orbital 
fl oor in early childhood

International Medical case 
Reports Journal 27（8）：
155-158, 2015

Sugamata A,  Yoshizawa N
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2. 頬骨骨折に吸収性プレート（SUPERFI-
SORB-MX）を用い術後 1年 8ヶ月で
眉毛外側に瘻孔を生じた 1例

日本頭蓋顎顔面外科学会
誌 31（2）：81-85, 2015

渡邉　浩志，内田　龍志，松村　　一

3. 内固定型骨延長器を用いた下顎骨関
節突起骨折の保定中に下顎枝の短縮
を認めた 1例

日本頭蓋顎顔面外科学会
誌 31（4）：261-265, 2015

伊藤　謹民，井田夕紀子，坂本奈津紀，今井龍太郎，
松村　　一，渡辺　克益

III.　学術刊行物
B1. 知っておきたい神経眼科診療，眼窩吹
き抜け骨折の手術時期

医学書院，321-322, 2015 菅又　　章

2. 形成外科治療手技全書 III　創傷外科　
熱傷　全身管理

克 誠 堂 出 版，180-189, 
2015

菅又　　章

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Increased pH of exudate precedes local 

wound infection in second degree burns；
very simple and easy method

American burn association 
47th Annual Meeting
（2015.4 .23）Chicago, 

USA

Ono  S,  Imai R,  Ida Y,  Shibata D,  Matsumura H,   FACS

国内学会
A1. 共催セミナー　これからの医療

NEEDsに応える NPWT PICOの可能
性

第 58回日本形成外科学
会総会・学術集会 「臨床
研究デザインのススメ」
京都大学　大学院医学研
究科　社会健康医学系専
攻　 医 療 疫 学 分 野
（2015.4.9）京都

松村　　一

2. シンポジウム 1　創傷治癒～再生医療
を含む新しい治療～臨床応用におけ
る成果 本邦での自家培養表皮の臨床
応用おける成果

第 58回日本形成外科学
会総会・学術集会 「臨床
研究デザインのススメ」
京都大学　大学院医学研
究科　社会健康医学系専
攻　 医 療 疫 学 分 野
（2015.4.9）京都

松村　　一

3. ハンズオンセミナー　若いうちに学
びたい，整形外科手術創閉鎖手技

第 88回日本整形外科学
会 総 会 学 術 集 会
（2015.5.22）神戸

松村　　一

4. Single use of negative pressure wound 
therapy for stoma closure wound of ileal 
conduit urinary diversion：A case report

第 24回日本創傷・オス
トミー・失禁管理学会学
術集会（2015.5.30）

Taito T,  Ko K,  Kashima T,  Sakamoto N,  Ida Y,  Ohori 
M,  Matsumura H

5. 外傷専門育成のための教育セミナー
顔面外傷②　顔面外傷の治療に関し
て知っておくこと

第 29 回日本外傷学会
（2015.6.11）札幌

松村　　一

6. シンポジウム 1　培養表皮移植の生着
率向上をめざして　基調講演　重症
熱傷治療の standard careとしての自家
培養表皮移植の確立をめざして

第 41回日本熱傷学会総
会・学術集会（2015.6.18）
名古屋

松村　　一

7. 培養表皮移植の生着率向上をめざし
て～組織学的な病態解明

第 41 回日本熱傷学会
（2015.6.18）名古屋

今井龍太郎，井家　益和*，松村　　一
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8. 特別プログラム　Advance Stage16　
NACの再建：我々の工夫　我々の
行っている tattoo先行の Clover型局所
皮弁 乳形成 ～より突出度と色が持続
する乳輪乳頭再建～

第 3回日本乳房オンコプ
ラスティックサージャ
リー学会総会（2015.9.4）
札幌

小宮　貴子，岩平　佳子*

9. シンポジウム 8　革新的医療機器開発
のために，今，何をすべきか   本邦の
臨床現場から，どのように「商品」と
して上市するか ?

第 5回レギュラトリーサ
イエンス学会（2015.9.5）
東京

松村　　一

10. 創傷治療を取り巻く変化と新しいデ
バイスがもたらす次世代創傷管理

船橋市立医療センター 
船橋医師会合同勉強会
（2015.9.10）千葉

松村　　一

11. 情報管理・個人情報に関する動向 西東京中央総合病院　個
人情報管理についての研
修会（2015.10.22）東京

松村　　一

12. 教育セミナー 23　～SSI prevention 
practiceの転換期を迎えて～術創への
アプロ－チを，Evidenceと Science of 
Tissue Managementで，解き明かしま
す

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）博
多

松村　　一

B1. 当院における ALTの術前検査 第 21回多摩形成外科症
例検討会（2015.2.17）多
摩

権東　容秀，草田理恵子，自見庄太郎，吉澤　直樹，
菅又　　章

2. 当院における ALTの術前検査 第 21回多摩形成外科症
例検討会（2015.2.17）多
摩

権東　容秀，草田理恵子，自見庄太郎，吉澤　直樹，
菅又　　章

3. 劣勢栄養障害型表皮水疱症における 
Revertant mosaicismにより正常化した
皮膚と人工真皮を利用した潰瘍治療

第 58回日本形成外科学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.9）京都

今井龍太郎，小野紗耶香，井田夕紀子，朝本　有紀，
自見庄太郎，松村　　一

4. 乳頭局所皮弁の急性期合併症の原因
検討

第 58回日本形成外科学
会 総 会・ 学 術 総 会
（2015.4.9）京都

小宮　貴子，岩平　佳子*，猪股　直美*

5. ロキソプロフェンナトリウム含有
テープ剤長期貼付例での肥厚性瘢痕
の治療効果

第 58回日本形成外科学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.10）京都

松村　　一，小野紗耶香，井田夕紀子，柴田　　大，
浜本　哲和，松澤　孝泰

6. 当科における重症下肢虚血の皮膚韓
流圧と切断レベルの検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.5.5）・東
京

自見庄太郎，朝本　有紀，柴田　　大，今井龍太郎，
松村　　一

7. Single use of negative pressure wound 
therapy for stoma closure wound of ileal 
conduit urinary diversion：A case report

第 24回日本創傷・オス
トミー・失禁管理学会学
術集会・総会（2015.5.31）
千葉

Taito T,  Ko K,  kashima T,  Sakamoto N,  Ida Y,  Ohomori 
M,  Matsumura M

8. 当科における重症下肢虚血に対する
切断術と ADLについて

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

自見庄太郎，小野紗耶香，朝本　有紀，柴田　 大，
松村   　一

9. 乳幼児手掌熱傷植皮の修正の時期と
方法に関する再考察

第 41回日本熱傷学会総
会・学術集会（2015.6.19）
名古屋

柴田　　大，松村　　一，今井龍太郎，小野紗耶香，
井田夕紀子，坂本奈津紀，朝本　有紀

10. 日本スキンバンクネットワーク同種
皮膚提供症例に関する統計的解析

第 41回日本熱傷学会総
会・学術集会（2015.6.19）
名古屋

副島　一孝，山田　賢治，柴田　　大，堀圭　二朗，
佐々木淳一，松村　　一
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11. 植皮術における止血方法の工夫 第 41回日本熱傷学会総
会・学術集会（2015.6.19）
名古屋

井田夕紀子，今井龍太郎，柴田　　大，小野紗耶香，
松村　　一

12. 乳幼児手掌熱傷植皮の修正の時期と
方法に関する再考察

第 41回日本熱傷学会総
会・学術集会（2015.6.19）
名古屋

柴田　　大，松村　 一，今井龍太郎，小野紗耶香，
井田夕紀子，坂本奈津紀，朝本　有紀

13. 診断に苦慮した背部エクリンらせん
腺癌の 1例

第 282回関東形成外科学
会東京地方会 （2015.7.4）
東京

内藤　彬子，島田　和樹，柴田　　大，今井龍太郎，
小野沙耶香，坂本奈津紀，松村　　ー

14. 糖尿病性足潰瘍のトータルケアーと
しての治療経験

第 282回関東形成外科学
会東京地方会（2015.7.4）
東京

刑部　瑶子，犬塚　　潔，神保　良夫

15. 下肢切断における皮膚還流圧と術後
ADLの検討

第 7回日本創傷外科学会　
総 会・ 学 術 集 会
（2015.7.24）東京

朝本　有紀，小野紗耶香，自見庄太郎，柴田　　大，
今井龍太郎，松村　　一

16. 術前画像診断が困難な軟部腫瘍　指
趾に発生した筋上皮腫 2例と筋周皮腫
1例

第 7回西新宿形成外科
フォーラム（2015.8.1）
東京

伊藤　謹民，内田　龍志

17. 下腿に発生した特発性血腫の一例 第 7回西新宿形成外科
フォーラム（2015.8.1）
東京

刑部　瑶子，犬塚　　潔，神保　良夫

18. 感染性瘻孔をきたした異所性骨化 第 7回西新宿形成外科
フォーラム（2015.8.1）
東京

後藤　広和

19. 耳下腺に生じた大きな壊死組織塊を
伴ったリンパ腫の一例

第 7回西新宿形成外科
フォーラム（2015.8.1）
東京

秦野　裕子，渡辺　克益

20. 両大腿に発生した Chronic expanding 
hematomaの一例

第 7回西新宿形成外科
フォーラム（2015.8.1）
東京

草田理恵子，権東　容秀，自見庄太郎，國分　瑛理，
吉澤　直樹，菅又　　章

21. 治療に難渋した重要熱傷における皮
膚アスペルギルス症の 1例

第 23回新宿熱傷フォー
ラム（2015.9.11）東京

島田　和樹

22. 経過中に電解質異常を呈した Chronic 
expanding hematomaの一例

多摩形成外科症例検討会
（2015.9.15）

草田理恵子，吉澤　直樹，自見庄太郎，國分　瑛理，
権東　容秀，菅又　　章

23. 人工真皮上に自家培養表皮ジェイス®
を移植した皮膚の免疫組織学的解析

第 24回日本形成外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.9） 岩手

佐藤　宗範，今井龍太郎，西村　栄美*，松村　　一

24. 頭頸部再建での顕微鏡下手術にける
姿勢の検討

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

大岩　宏継，今井龍太郎，井田夕紀子，朝本 有紀，  
瀬川　真衣，松村　　一

25. L-乳酸グリコール酸共重合体吸収性
プレートへのSMART Plating Technique

第 33回日本頭蓋顎顔面
外 科 学 会 学 術 集 会
（2015.11.13）兵庫

坂本奈津紀，島田　和樹，井田夕紀子，柴田　　 大，
今井龍太郎，松村　　一

26. 頭頸部再建での顕微鏡下手術におけ
る姿勢の検討

第 42 回日本マイクロ
サージャリー学会学術集
会（2015.11.27）埼玉

大岩　宏維，今井龍太郎，井田夕紀子，朝本　有紀，
瀬川　真以，松村　　一

27. 上顎洞バルーン法を用いた眼窩吹き
抜け骨折 58例の検討

第 283 回 東 京 地 方 会
（2015.12.5）東京

大岩　宏維，犬塚　　潔，神保　好夫

28. 下眼瞼に生じた結節性筋膜炎の 1例 第 283 回 東 京 地 方 会
（2015.12.5）東京

自見庄太郎，小野紗耶香，仁木さやか， 島田　和樹，
朝本　有紀，柴田　　大，松村　　一
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V.　学術関連広報活動およびその他
B1. TIMEコンセプトを用いた手術部位感
染症治療の標準化と NPWTの重要性

NEXT Forum 2015～一歩
先を行く局所陰圧閉鎖療
法 の 取 り 組 み～
（2015.3.28）品川

松村　　一

2. 乳房再建～人工物再建について～ 第 9回 with you ～ OKI-
NAWA（2015.5.9）沖縄

小宮　貴子

3. 意外と身近な形成外科－傷の治り方
から知る応急処置－

第 23回東京医科大学八
王子医療センター市民公
開講座（2015.10.8）東京

吉澤　直樹

4. 乳房再建 第 14回 with you～Tokyo
（2015.10.25）東京

小宮　貴子

臨 床 腫 瘍 科

【教育】
「到 達 目 標」　学部教育：学生はがん診療を適切に実施できるようになるために，がんに関する基礎知識，診断・治療方法，医

療倫理およびがん患者とのコミュニケーションについて理解できる。がん薬物療法の基本的な事項を理解できる。
「現 状 説 明」　学部教育：第 4学年臨床医学 IIでは臨床腫瘍学において「がんの基本的診療技能」，「がんの治療（1）（がん薬物

療法の原理，適応，限界，副作用）」についての講義を行っている。第 5学年臨床実習では呼吸器内科に配属さ
れた学生に「呼吸器悪性腫瘍」の講義を行っている。

「点検・評価」　第 4学年臨床医学 IIの試験結果をみると，学生はがん薬物療法およびがん診療におけるインフォームドコンセ
ント，コミュニケーションについて概ね理解できているようであった。臨床実習における講義では，学生は積極
的に講義に参加し能動的な教育が実現できたと考えている。

「改 善 方 策」　第 4学年臨床医学 IIにおいては概ね知識の修得はできているようであるので，コミュニケーションの技能，態
度について理解できるように授業を計画するつもりである。

「目標・改善方策の達成度」　コミュニケーションの技能，態度については学生が医師あるいは患者を体験できるようにロール・
プレイを導入した。

【研究】
「到 達 目 標」　当科ではがん研究の質の向上及び日常臨床への貢献を目指して，新たな治療法・診断法の開発を，更には，がん

患者の QOL（quality of life）向上を目標としている。
「現 状 説 明」　共同研究として臨床研究，基礎研究を実施している。
「点検・評価」　研究体制を構築しているところである。今後は，外来化学療法センターを中心として，薬剤師・看護師と協力し

て臨床研究を推進していく。
「改 善 方 策」　3キャンパスの臨床腫瘍科および外来化学療法センターの医療職と協力して臨床研究を企画・実施する。研究の

実施・運営に当たっては医局員の増員が必須である。
「目標・改善方策の達成度」　平成 27年は，第 3回 3キャンパス がん薬物療法研究会を開催し，3キャンパスの外来化学療法セ

ンター運営の問題点を抽出し解決策を検討した。
【診療】
「到 達 目 標」　がん患者にがん薬物療法を中心とした適切な医療を提供する。がん薬物療法に関する安全整備・レジメンの管理・

患者の QOL（quality of life）の向上に努める。
「現 状 説 明」　呼吸器悪性腫瘍，消化器悪性腫瘍を中心にがん薬物療法を実施している。その他の各種悪性腫瘍に対するコンサ

ルテーションおよびがん薬物療法を実施している。また，外来化学療法センターでの安全ながん薬物療法の提供・
レジメン管理，院内における適正かつ安全ながん薬物療法の推進を行っている。

「点検・評価」　外来化学療法センター運営委員会，院内化学療法レジメン登録推進WG，化学療法手順および安全管理WGに
委員長あるいは委員として参加し，外来化学療法センターにおける安全ながん化学療法の提供・レジメン管理を
推進するとともに，院内における適正かつ安全ながん薬物療法の推進に努めている。がん薬物療法のコンサルテー
ションおよび実施は不十分であり，改善が望まれる。

「改 善 方 策」　各種悪性腫瘍のコンサルテーションおよびがん薬物療法の実施を推進するためには，当科の診療内容の周知と医
局員の増員が必須である。

「目標・改善方策の達成度」　がん薬物療法の実施件数は増加傾向にある。引き続き悪性腫瘍のコンサルテーションおよびがん薬
物療法の実施を推進していく。
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【社会貢献】
「到 達 目 標」　種々の社会活動を通じてがんの早期発見，がん医療の啓蒙，適切ながん薬物療法の普及に努める。
「現 状 説 明」　今年度は，がん診療連携委員会の活動の一環として，がん薬物療法および放射線治療に関した公開講座（学内・

学外対象，がん化学療法の推進に関する勉強会・放射線療法の推進に関する勉強会）を行った。荒川区がん検診
制度管理委員会委員，NPO法人肺がん CT検診認定機構理事，NPO法人東京がん化学療法研究会副理事長・月
例研究会会長・学術研究企画委員・臨床試験推進機構臨床試験審査委員長，文京区公害健康被害認定審査会委員
を務めた。肺がん検診従事者講習会（東京都生活習慣病検診従事者講習会），練馬区医師会講習会において肺が
ん検診に関する講演を行った。

「点検・評価」　がん医療に関する種々の社会活動を積極的に行っていることは評価される。東京医科大学病院として開催してい
る公開講座は，実施回数も少なく，今後充実する必要がある。

「改 善 方 策」　公開講座は，がん診療連携委員会と連携して組織的に企画・運営を行う。
「目標・改善方策の達成度」　公開講座の実施回数を増やすことはできなかった。

II.　学術論文
A1. MET FISH-positive status predicts short 

progression-free survival and overall sur-
vival after gefi tinib treatment in lung ade-
nocarcinoma with EGFR mutation

BMC Cancer 15：31, 2015
（IF=3.153）

Noro R,  Seike M,  Zou F,  Soeno C,  Matsuda K,  Sugano 
T,  Nishijima N,  Matsumoto M,  Kitamura K,  Kosaihira 
S,  Minegishi Y,  Yoshimura A,  Kubota K,  Gemma A

B1. 分子標的治療薬による間質性肺疾患 東 医 大 誌 73（2）：104-

110, 2015
吉村　明修

IV.　学会および研究会発表

国内学会
B1. 間質性肺炎合併肺癌における画像所
見及び臨床像と病理所見の整合性に
関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

荒牧　　直，嶋田　善久，松林　　純，川本　雅司，
朴　　辰浩，吉村　明修，赤田　壮一，長尾　俊孝，
徳植　公一，池田　徳彦

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 肺がん検診における胸部 X線検査の
改訂判定基準と症例提示

肺がん検診従事者講習会
（東京都生活習慣病検診
従 事 者 講 習 会 ）
（2015.1.28）国立オリン
ピック記念青少年総合セ
ンター

吉村　明修

2. 肺がん検診の胸部 X線判定基準値に
ついて

練馬区医師会講習会
（2015.5.27）練馬区医師
会館

吉村　明修

病 理 診 断 科

I.　著書
1.【穿刺吸引細胞診の見方と診断そして
最新の知見－細胞像と組織像を対比
して－】唾液腺

病 理 と 臨 床 33（11）：
1176-1186, 2015

三宅　真司，長尾　俊孝

2.【穿刺吸引細胞診の見方と診断そして
最新の知見－細胞像と組織像を対比
して－】EBUS-TBNAによる肺病変の
細胞診

病 理 と 臨 床 33（11）：
1205-1211, 2015

羽場　礼次*，三宅　真司
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 呼吸器の細胞診 国立病院機構関東信越グ

ループ　臨床検査技師実
習技能研修（2015.2.18）
東京

三宅　真司

2. 構造所見からみた腺癌と扁平上皮癌
の鑑別－EBUS-TBNAを用いた穿刺細
胞診での構造所見－

第 3回大阪府成人病セン
ター細胞診セミナー
（2015.3.14）大阪

三宅　真司

3. 呼吸器・体腔液の細胞診 第 124回細胞検査士養成
講習会（2015.7.10）東京

三宅　真司

4. 地域推薦演題－肺腺癌におけるWHO
新分類に基づいた細胞像－

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

三宅　真司，松林　　純，前田　純一，垣花　昌俊，
大平　達夫，池田　徳彦，長尾　俊孝

5. 唾液腺導管癌の細胞診断－病理学的
新知見と治療法の展望をまじえて－

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

吉田　真希，三宅　真司，長尾　俊孝

B1. 甲状腺低分化癌の細胞学的検討 第 56回日本臨床細胞学
会総会（2015.6.13）島根

渡部　顕章，松林　　純，川内ゆうか，稲垣　敦史，
桑原　　淳，三宅　真司，小池　悦子，筒井　英光，
池田　徳彦，長尾　俊孝

2. 胸水中に腫瘍細胞が認められた皮膚
原発血管肉腫の 2例

第 56回日本臨床細胞学
会総会（2015.6.14）島根

石原里佳子，山科　光正，三宅　真司，片桐　仁子，
鈴木恵美子，礒本　愛子，山口真由実，大城　　久，
松林　　純，長尾　俊孝

3. 子宮頸部擦過塗抹標本上に出現した
悪性リンパ腫の 3例

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

稲垣　敦史，永井　　毅，三宅　真司，渡部　顕章，
山口真由実，川内ゆうか，石原里佳子，大城　　久，
松林　　純，佐川　泰一，中村　直哉，長尾　俊孝

4. 膵腺房細胞癌 2例の細胞学的特徴 第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

片桐　仁子，山口　　浩，大城　　久，小池　悦子，
三宅　真司，桑原　　淳，礒本　愛子，鈴木恵美子，
大塚　清花，忽滑谷昌平，松林　　純，長尾　俊孝

緩 和 医 療 部

【教育】
「到 達 目 標」　1）緩和ケア・医療の定義を理解し，緩和ケア・医療はがんと診断された時から始まり治療中から終末期にかけ

ても，さらには病院，在宅においても切れ目なく継続されていくことを理解する。
　　　　　　　2）緩和ケア・医療に関する基本的な知識・技術・態度を習得する。
「現 状 説 明」　医師に対しては「緩和ケア研修会」を開催，看護師には「LNEC-J］を支援している。学生には 4年生で系統講

義で「緩和ケア・医療」，5年生では横断的カリキュラムで「患者学」，「緩和ケアからみた地域包括ケア」を担
当している。また 5年生のクルズスでは双方向的な講義・演習を通して緩和ケア・医療の理解を進めている。

「点検・評価」　「緩和ケア研修会」の実施は慶應義塾大学と協力して開催をしているが，平成 27年度は年 5回の開催であった。
学生教育へは講義（クルズスを含む）が中心であり，まだ実習まで至っていない。

「改 善 方 策」　緩和ケア研修会は平成28年度は慶應義塾大学と協力し年7回を計画している。学生教育は講義が主になっており，
ワークショップや実習も導入したいと考えている。

「目標・改善方策の達成度」　講義や演習の内容は年々改良されてきている。
【研究】
「到 達 目 標」　1）乳腺科と協力し，緩和ケア外来の治療科との併診の重要性について明らかにする。2）がん性痛のコントロー

ルのために緩和ケアチーム・緩和医療部がかかわった患者の周術期のオピオイドの使用法についての臨床的な指
針を作る。3）集中治療部における緩和ケアチームの役割について考察する。

「現 状 説 明」　公益法人日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部第 55回合同学術集会（2015/9/5）において「周術期疼痛管理へ
の麻酔科と緩和ケアチームの協働」を，第 34回日本緩和医療学会各術大会（2015/6/20）において「乳がん患者
への緩和ケア外来の役割の検討」を発表した。
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「点検・評価」　がん治療科との協力関係がなければ研究は進まない。患者の治療期から終末期までを全人的にみた支える研究が
望まれる。

「改 善 方 策」　乳腺科のみならず，他のがん治療科との協働も進め，がん治療科との合同カンファレンスやキャンサー・ボード
の参加を増やしてきた。

「目標・改善方策の達成度」　平成 26年度のキャンサー・ボードへの参加がほとんどなかったが，平成 27年度からは参加回数が
増えてきた。

【診療】
「到 達 目 標」　1）入院患者への緩和ケアチームのかかわりを増やし，病棟でのカンファレンスへの参加ができるように努める。

2）がん治療科との緩和ケア外来での併診を増やし，患者のアドバンス・ケア・プランニングへの支援も積極的
に行う。

「現 状 説 明」　緩和ケアチームへの紹介は年々右肩上がりで増えており平成 27年度には年間 300例を超えた。外来での併診患
者数は年間 150例ほどで横ばい状態である。東京都で作成した「東京都緩和ケア連携手帳～わたしのカルテ～」
を利用した意思決定支援に取り組んでいる。

「点検・評価」　入院患者の緩和ケアチームへの紹介は，主治医チームからの紹介が 90%前後まで増えてきた。がん治療科の主
治医の理解とともに緩和ケアチームとの信頼関係ができてきた。外来診療はがん治療科での初期緩和ケアが行わ
れているが，より専門的な症状コントロールや精神的な支援，意志決定支援（アドバンス・ケア・プランニング）
が必要になってくると緩和ケア外来や緩和ケアチームに紹介されている。

「改 善 方 策」　苦痛のスクリーニングシートの導入で今後緩和ケア外来や緩和ケアチームへの紹介が増えると予測している。患
者・家族の希望を確認し「東京都緩和ケア連携手帳～わたしのカルテ～」をアドバンス・ケア・プランニングに
導入していく。

「目標・改善方策の達成度」　身体症状を担当する医師 1名が緩和ケアにほぼ専従できる体制を作っている。兼任講師 1名を隔週
の木曜部午後の回診に参加する体制を作る。一時専従する緩和ケア専門看護師が 1名になったために，過重負担
が生じたが平成 28年度には 2名に復活する予定である。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　東京都区西部緩和ケア推進運営会議（新宿区，中野区，杉並区）におけるがん診療連携拠点病院での東京医科大

の役割（研修担当）を果たす。切れ目のない緩和ケアの実施のため区西部の医療従事者とのネットワークを構築
する。緩和ケアの広報を積極的に行う。

「現 状 説 明」　東京都区西部緩和ケア推進運営会議の議長を務めている。新宿区緩和ケア連携推進の会主催の多職種のグループ
ワークを企画・実施した（2015年 2月 2日）。新宿区多職種地域保健医療体制整備協議会在宅療養専門部会に所
属し，新宿区内の在宅緩和ケアに関わる医療施設や多職種の医療従事者とのネットワークを構築している。

　　　　　　　東京医科大学病院市民公開講座（2015/11/30）において「がん医療を支える緩和ケア」を一般市民向けに開催した。
「点検・評価」　平成 28年度も引き続き東京都区西部緩和ケア推進運営会議の議長を務める。各医師会や基幹病院からの講演依

頼もあり，区西部の医療従事者への緩和ケア・医療の普及に貢献している。
「改 善 方 策」　現状の維持を目標にする。
「目標・改善方策の達成度」　区西部の緩和ケアネットワークのキーメンバーとしての活動が求められ実行している。

I.　著書
1. ペインクリニック用語集　改訂第 4版 真興交易（株）医書出版

部，2015
（編 ：日本ペインクリニック学会用語委員会）
稲垣　喜三，川股　知之，荻原　正洋，小幡　英章，
鈴木　孝浩，田上　　正，中谷　俊彦，長櫓　　巧，
西江　宏行，森脇　克行，山本　達郎

2. 慢性疼痛治療～現場オピオイド治療
薬ので役立つオピオイド治療薬の必
須知識～：オピオイド治療薬使用中の
自動車運転，危険作業

医薬ジャーナル社，180-

183, 2015
田上　　正

IV.　学会および研究会発表

国内学会
A1. 切れ目のない緩和ケアのために 松波総合病院緩和医療研

究会（2015.1.23）岐阜
田上　　正
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2. 当帰，乾姜を使った痛みの漢方治療 第 44回日本慢性疼痛学
会（2015.2.28）横浜

矢数　芳英，福井　秀公，臼田　美穂，西山　隆久， 
荻原　幸彦，田上　　正，大瀬戸清茂，内野　博之

3. がん診療連携拠点病院における緩和
ケアチームの現状と問題点

塩野義製薬社内勉強会
（2015.3.3）東京

田上　　正

4. 東京都緩和ケア連絡手帳：わたしのカ
ルテ

新宿区医師会在宅緩和ケ
ア連絡会議（2015.3.5）
東京

田上　　正

5. がん医療を支える緩和ケア 新宿区地域保健医療体制
整備協議会在宅療養専門
部会（2015.8.27）

田上　　正

6. がん医療を支える緩和ケア 東京医科大学病院市民公
開講座（2015.11.30）

田上　　正

B1. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する
肺動脈血栓内膜摘除術の周術期管理

第 42回日本集中治療学
会（2015.2.11）東京

板橋　俊雄，長尾　彰浩，佐藤　聡子，坂本　美紀，
濱田　隆太，安藤　千尋，金澤　裕子，田上　　正，
今泉　　均，内野　博之

2. 乳がん患者への緩和ケア外来の役割
の検討

第 34回日本緩和医療学
会各術大会（2015.6.20）
横浜

田上　　正，佐藤　聡子，山田　公人，村越　晶子，
武石　葉月，柏谷　優子，宮里　明芽，東　加奈子，
大平　達夫

3. 脊髄刺激療法の関連科合同カンファ
レンスの試み

日本ペインクリニック学
会 第 4 9 回 大 会
（2015.7.25）大阪

西山　隆久，福井　秀公，清川　聖代，岩瀬　直人， 
関根　秀介，柿沼　孝泰，矢数　芳英，田上　　正， 
内野　博之，大瀬戸清茂

4. 分娩後出血（PPH）による産科的 DIC
で集中治療管理を要した 1症例の検討

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

柿沼　孝泰，石田　裕介，瀬田奈祐子，金子　恒樹，
宮下　亮一，板橋　俊雄，福井　秀公，石崎　　卓，
西山　隆久，荻原　幸彦，田上　　正，今泉　　均，
内野　博之

5. 周術期疼痛管理への麻酔科と緩和ケ
アチームの協働

公益法人日本麻酔科学会
関東甲信越・東京支部第
55 回 合 同 学 術 集 会
（2015.9.5）横浜

鎌田　早紀，田上　　正，崔　　英姫，大瀬戸清茂，
内野　博之

6. フェンタニル速効性製剤の適正使用
に向けた緩和ケアチームの取り組み

第 9回日本緩和医療薬学
会年会（2015.10.2-4）横
浜

宮里　明芽，武石　葉月，東　加奈子，田上　　正，
柏谷　優子，山田　公人，伊賀　千夏，明石　貴雄

7. 大学における多職種協働による PBL
を用いた緩和医療卒前教育方法の検
討

第 9回日本緩和医療薬学
会年会（2015.10.2-4）横
浜

武井佐和子，増田多加子，西村　和江，古口めぐみ，
石田　千穂，波多江　崇，田上　　正，杉浦　宗敏

8. 無痙攣性てんかん発作（NSC）の早期
診断に amplityude EEG（aEEG）が有
用であった 1症例

日本臨床麻酔学会第 35
回大会（2015.10.21）横
浜

崔　　英姫，関根　秀介，山田梨香子，清川　聖代， 
竹下　裕二，田上　　正，今泉　　均，内野　博之

感 染 制 御 部

【教育】
「到 達 目 標」　医学生における教育は微生物学を基盤として感染症に関する基本的な考え方を習得し，基礎的な知識の習得を目

標としている。研修医における教育は実践的な感染症診療の基本となる考え方を身に着けられることを目標とし
ている。

「現 状 説 明」　医学生の教育では 4年生の臨床医学 II「感染症」および 6年生の臨床医学 IV「感染症」の講義を担当している。
研修医の教育では初期研修医が毎月 3-4名の割合で感染症科での研修を行っている。職員に対しては年に 2回の
義務研修の他，感染管理に関する定例研修会を開催している。

「点検・評価」　講義に関する評価については学生のアンケート結果を踏まえて，翌年度以降の講義内容に反映させている。研修
医からは研修内容について意見を求め，改善に反映させている。

「改 善 方 策」　感染対策は職員全員が継続して実践することが重要であるため，日常的な行動となるまで繰り返して情報提供を
行うことを目指している。
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「目標・改善方策の達成度」　講義に関する評価については医学生のアンケート結果を踏まえて翌年度以降の講義内容に反映させ
ている。研修医からは研修内容について意見を求め，改善方策の一案として取り込んでいる。

【研究】
「到 達 目 標」　多剤耐性菌の疫学的な解析をはじめとして感染症診療に有用となる情報を見出せるような研究を目標としてい

る。
「現 状 説 明」　多剤耐性菌に関する研究と各種感染症の起炎病原体の検索に向けた遺伝子学的検査法の評価を中心に行ってい

る。
「点検・評価」　研究により得られた成果は各種学会等で発表を行っている。これらの結果は学術論文を作成して公表を行ってい

る。
「改 善 方 策」　臨床検査部や微生物学講座とのさらなる連携をはかり，共同研究として多方面の解析を行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　研究により得られた成果は各種学会等での発表および学術論文の作成により評価している。
【診療】
「到 達 目 標」　あらゆる分野の感染症を幅広い知識を駆使して患者を一人でも多く減らすことを目標としている。
「現 状 説 明」　感染症科における外来診療では全ての分野の感染症において幅広く診療を行っている。入院診療では他診療科か

らのコンサルテーションを積極的に受け入れ，感染症治療，予防等に関する専門的なアドバイスを行っている。
「点検・評価」　毎週の ICT会議において広域抗菌薬の長期使用例や多剤耐性菌分離例を対象として個別に介入を行っている。

血液培養陽性例に対しては積極的に主治医と協議して抗菌薬の適正使用に貢献できるように努めている。
「改 善 方 策」　外来患者数のさらなる増加をはかるべく，公的機関や近隣医療機関への働きかけを行っている。院内各診療科へ

は必要に応じて転科を促すように働きかけを行っている。
「目標・改善方策の達成度」　感染症科は設立後 2年となり，外来・入院患者数共に増加傾向である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　院内の感染対策だけではなく，地域連携をとっている医療機関の感染対策レベル向上にも貢献できることを目標

としている。
「現 状 説 明」　感染防止加算 1の施設として私立大学病院感染対策協議会加盟施設との相互ラウンド，感染防止加算 2の 4施設

との定期的なカンファレンスおよび施設の直接訪問などを行い，情報共有を行っている。
「点検・評価」　2014年度は加算 2の施設との合同カンファレンスを 3回，各施設への訪問を行い，感染対策に関する情報交換

を行った。
「改 善 方 策」　今後も連携施設を訪問してその状況を把握し，必要に応じて指導を行うことで各医療機関の具体的な感染対策面

の改善に貢献していく。
「目標・改善方策の達成度」　2015年度も継続して合同カンファレンス，各施設への訪問を予定している。

I.　著書
1. Pocket Drugs 2015 医学書院，Pocket Drug 

785-791, 2015
小松　康宏，渡邊　祐司，中村　　造，小松　康宏，
渡邊　祐司，中村　　造，他 151名

2. 新・総合診療医学　病院総合診療医学
編　第 2版

カイ書林・新総合診療医
学　病院総合診療医学編　
第 2 版・119-122, 134-

137, 165-168

中村　　造，徳田　安春ら

II.　学術論文
A1. The additional costs of catheter-related 

bloodstream infections in intensive care 
units

Am J Infect Control. 2015 
Oct 1；43（10）：1046-

1049 （IF=2.206）

Nakamura I,  Fukushima S,  Hayakawa T,  Sekiya K,  
Matsumoto T

2. Evolution and single-nucleotide polymor-
phisms in methicillin-resistant Staphylo-
coccus aureus strains with reduced sus-
ceptibility to vancomycin and daptomycin, 
based on determination of the complete 
genome

Antimicrob Agents Che-
mother 2015；59（6）：
3585-3587（IF=4.476）

Yamaguchi T,  Suzuki S,  Okamura S,  Miura Y,  Tsuki-
mori A,  Nakamura I,  Ito N,  Masuya A,  Shiina T,  Matsu-
moto T

3. 末梢静脈カテーテルによる血流感染
症の現状

日本環境感染学会誌
30：1-5, 2015

佐藤　昭裕，中村　造福，島　　慎二，水野　泰孝，
松本　哲哉
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C1. Severe infective endocarditis in a healthy 
adult due to Streptococcus agalactiae

Int J Infect Dis 2016 Jan；
42：51-53（IF=1.859）

Fujita H,  Nakamura I,  Tsukimori A,  Sato A,  Ohkusu K,  
Matsumoto T

2. Combination Therapy against Polymicro-
bial Infection, Including by NDM-1-Pro-
ducing Enterobacteriaceae Resistant to 
Colistin

Antimicrob Agents Che-
mother 2015 Aug；59（8）：
5092-5093 （IF=4.476）

Nakamura I,  Sakamoto N,  Ida Y,  Imai R,  Aoki K,  Ando 
R,  Yamaguchi T,  Matsumura H,  Matsumoto T

3. First case report of fatal sepsis due to 
Campylobacter upsaliensis

J Clin Microbiol 2015 
F e b；5 3（2）：7 1 3-7 1 5
（IF=3.993）

Nakamura I,  Omori N,  Umeda A,  Ohkusu K,  Matsu-
moto T

4. Neurocysticercosis with diplopia responds 
well to albendazole：A case report

Internal Medicine Sato A,  Nakamura I,  Fujita H,  Fukushima S,  Mizuno Y, 
Fujii T,  Matsumoto T

5. 胸椎感染性脊椎炎に対する，胸腔鏡に
よる低侵襲手術の経験

東医大誌 遠藤　健司，村田　寿馬，村松　　崇，中村　　造，
荻原　　優

6. ミノサイクリン・レボフロキサシン注
射薬併用が著効した日本紅斑熱の 2例

日本感染症学会誌 89：
597-600, 2015

佐藤　昭裕，中村　　造，池田　秀樹，水野　泰孝，
藤井　　毅，松本　哲也，神田　哲郎

III.　学術刊行物
A1. デング熱 金原出版，小児科 57：

11-16, 2015
佐藤　昭裕，水野　泰孝

B1. 入院時に培養を提出せずにカルバぺ
ネム系薬などの広域抗菌薬を初めて
しまった場合でも，De-escalationでき
るってホント ?

mdecicina 5：944-945, 
2015

小林　勇仁，中村　　造

2. 大都市の外来における感染症の診か
た

省察：大都市の総合診療
8：141-145, 2015

畑中　志郎，中村　　造

3. 症例提示　重症クロストリジウム・
ディフィシル感染症

化学療 法 の 領 域 31：
52-56, 2015

中村　　造

4. グラム陽性薬剤耐性菌：日本と海外の
違い

内科 116：1103, 2015 中村　　造

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Peripheral Line Associated Blood Stream 

Infection
The Interscience Confer-
ence on Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy
（ICAAC）（2015.9.17-21）
サンディエゴ

Sato A,  Nakamura I,  Fujii T,  Matsumoto T

2. New Option of Antibiotic Combinaitons 
Against Escherichia coli  With the Pres-
ence of blaNDM-1 and blaCTX-M-55

ICAAC 2015（2015.9.16-

23）サンディエゴ
Nakamura I,  Ando R,  Miyazaki H,  Yamaguchi T,  
Matusmoto T

国内学会
B1. 血液培養から Campylobacter upsaliensis
が検出された 1症例

第 26回日本臨床微生物
学会総会・学術集会
（2015.1.31-2.1）

大森　菜実，吉住　尚子，三浦　悠理，梅田　綾香，
井村留美子，渡邊　由紀，千葉　勝己，中村　　造，
大楠　清文，松本　哲哉

2. 血液培養と尿より同一の Aerococcus
属が検出された一例

第 26回日本臨床微生物
学会総会・学術集会
（2015.1.31-2.1）

梅田　綾香，吉住　尚子，三浦　悠理，大森　菜実，
井村留美子，渡邊　由紀，千葉　勝己，中村　　造，
大楠　清文，松本　哲哉

3. 全自動遺伝子検査装置 GeneXpert　
Systemによる血液培養ボトルからの
グラム陽性球菌の迅速同定の比較検
討

第 26回日本臨床微生物
学会総会・学術集会
（2015.1.31-2.1）

井村留美子，吉住　尚子，三浦　悠理，大森　菜実，
梅田　綾香，渡邊　由紀，千葉　勝己，中村　　造，
松本　哲哉
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4. 自動蓄尿機撤廃を成し得たアウトブ
レイク事例について

第 30回日本環境感染学
会 総 会（2015.2.20-21）
神戸国際展示場

佐藤　昭裕，山田加奈子，波多野　塁，山田　陽子，
松永　宜史，那須　　豊，藤井　　毅

5. 血液培養陽性の結果が判明する前に
死亡した感染症症例の臨床的検討

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.16-

17）

小林　勇仁，藤田　裕晃，月森　彩加，佐藤　昭裕，
中村　　造，水野　泰孝，福島　慎二，大楠　清文，
松本　哲哉

6. 抗菌薬による薬剤熱の臨床的特徴 第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.16-

17）

藤田　裕晃，小林　勇仁，月森　彩加，佐藤　昭裕，
中村　　造，水野　泰孝，大楠　清文，松本　哲哉

7. 動脈カテーテル関連血流感染症の検
討

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.16-

17）

佐藤　昭裕，中村　　造，藤田　裕晃，月森　彩加，
小林　勇仁，福島　慎二，水野　泰孝，大楠　清文，
松本　哲哉

8. アニマルケアスタッフの B.canis無症
候性保菌

第 89回日本感染症学会
総 会・ 学 術 講 演 会
（2015.4.16-17）国立京都
国際会館

佐藤　昭裕，藤田　裕晃，月森　彩加，小林　勇仁，
中村　　造，福島　慎二，水野　泰孝，大楠　清文，
藤井　　毅，今岡　浩一，松本　哲哉

9.「カンジタ血症における β-Dグルカン
陰性時の解釈」

第 89回日本感染症学会
総 会・ 学 術 講 演 会
（2015.4.16-17）国立京都
国際会館

月森　彩加，中村　　造，藤田　裕晃，小林　勇仁，
佐藤　昭裕　福島　慎二，水野　泰孝，松本　哲哉

10. 腎機能障害に関連したセフェピム塩
酸塩投与中に発現した意識障害につ
いての検討

第 63回日本化学療法学
会総会（2015.6.4-6）

海野由香子，添田　　博，月森　彩加，中村　　造，
水野　泰孝，松本　哲哉

11. アルベンダゾールが奏功した複視を
主訴とする有鉤嚢虫症・優秀演題賞

第 63回日本化学療法学
会総会（2015.6.4-6）京
王プラザホテル

佐藤　昭裕，藤田　裕晃，月森　彩加，小林　勇仁，
中村　　造，福島　慎二，水野　泰孝，藤井　　毅，
松本　哲哉

12. 化学療法施行後に繰り返す H. cinaedi
感染症にミノマイシン内服が奏効し
た濾包性リンパ腫

第 77回日本血液学会学
術集会（2015.10.16-18）

元谷　和貴，青田　泰雄，羽生　直史，本間　俊裕，
有働竜太郎，中村　　造，横山　智央，北川　尚之，
後藤　明彦，小松　則夫

13.「低カリウムミオパチーを伴った市中
獲得型 Clostridium diffi  cile感染症」

第 64回日本感染症学会
東 日 本 地 方 会
（2015.10.21-23）ロイト
ン札幌

月森　彩加，中村　　造，青木弘太郎，山口　哲央，
藤田　裕晃，小林　勇仁，佐藤　昭裕，福島　慎二，
水野　泰孝，松本　哲哉

14. rmpA・magA陰性，allS陽性の高粘調
性Klebsiella pneumoniaeのよる眼内炎・
腎膿瘍の 1例

第 64回日本感染症学会
東日本地方会学術集会，
第 62回日本化学療法学
会 東 日 本 支 部 総 会
（2015.10.21-23）

小林　勇仁，中村　　造，山口　　哲

15. MDRPを含む緑膿菌，アシネトバク
ターにおけるコリスチン耐性の現状

第 64回日本感染症学会
東 日 本 地 方 会
（2015.10.21-23）ロイト
ン札幌

佐藤　昭裕，山口　哲央，安藤　里奈，宇田川郁子，
中村　　造，大楠　清文，藤井　　毅，松本　哲哉

16. CVポート（皮下埋め込み式リザー
バー）における血流感染症の現状

第 53回日本癌治療学会
学術集会（2015.10.29-31）

青田　泰雄，中村　　造，奥田　優子，横山　智央，
吉田　　文，福嶋めぐみ，木下　仁淑，北川　尚之，
後藤　明彦

17. 東京医科大学病院におけるドルテグ
ラビルの使用状況と有害事象につい
て

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.11.30-12.1）

関根　祐介，平野　智理，冨樫　英晶，金子亜希子，
明石　貴雄，中村　　造，水野　泰孝，鈴木　隆史，
山元　泰之，天野　景裕，福武　勝幸
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V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 優秀演題賞 第 63回日本化学療法学

会総会（2015.6.4）京王
プラザホテル

佐藤　昭裕

遺 伝 子 診 察 室

I.　著書
1. 人体の構造と機能及び疾病［第 3版］
－医学知識，【社会福祉士シリーズ 1】
遺伝子医療
出生前遺伝子検査
先天性疾患

弘 文 堂， 東 京 都，
2015.3.10
4-5
17
60-63

沼部　博直（編：朝元　美利*）

2. 新スタンダード栄養・食物シリーズ 4，
疾病の成り立ち
先天性代謝異常症

東京化学同人，東京都，
2015.3.30
135-138

沼部　博直
（編：飯田　薫子*，近藤　和雄*，脊山　洋右*）

3. 新 先天奇形症候群アトラス 改訂第 2
版
インターネットを用いた奇形症候群
診断支援システム
Dubowitz症候群
Smith-Lemli-Opitza症候群
胎児性アルコール症候群
胎児ヒダントイン症候群
胎児バルプロ酸症候群

南江堂，東京，2015

9-13

82-83
92-93
378-379
380-381

沼部　博直
（監：梶井　　正*，黒木　良和*，新川　詔夫*）

II.　学術論文
A1. Exon skipping causes atypical phenotypes 

associated with a loss-of-function muta-
tion in FLNA by restoring its protein 
function

Eur J Hum Genet. 2015 
Jun 10. doi：10.1038/
ejhg.2015.119.  [Epub 
ahead of print]

Oda H*,  Sato T*,  Kunishima S*,  Nakagawa K*,  Izawa K*,  
Hiejima E*,  Kawai T*,  Yasumi T*,  Doi H*,  Katamura K*,  
Numabe H, Okamoto S*,  Nakase H*,  Hijikata A*,  Ohara O*,  
Suzuki H*,  Morisaki H*,  Morisaki T*,  Nunoi H*,  Hattori S*,  
Nishikomori R*,  Heike T*

B1. 過剰マーカー染色体 小児内科 47（10）：1791-

1795, 2015
沼部　博直

2. 過剰マーカー染色体 小児内科 47（増刊号）　
小児疾患診療のための病
態生理 2 改定第 5版，「小
児内科」「小児外科」編
集委員会共編，東京医学
社，東京，229-232, 2015

沼部　博直

C1. Additional patients with 4q deletion：
Severe growth delay and polycystic kid-
ney disease associated with 4q21q22 loss.

Pediatr Int 2015 Jun 26. 
doi：10.1111/ped.12742. 
[Epub ahead of print] 
PMID：26114601

Sakazume S*,  Kido Y*,  Murakami N*,  Matsubara T*,  Num-
abe H

2. Impacted tooth extraction from osteoma 
in a patient with Robinow syndrome diag-
nosed from intraoral lesions：A case 
report and literature review

Journal of Oral and Maxil-
lofacial Surgery, Medicine, 
and Pathology Available 
online 25 March 2015

Mishima S*,  Yamaguchi A*,  Ikeno M*,  Watanabe T*,  
Tanaka A*,  Numabe H,  Bessho K*
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 教育講演：認定遺伝カウンセラーの医
療への関わり：現状と将来展望

第 163回染色体研究会例
会　教育講演（2015.10.3）
東京

沼部　博直

2. 教育講演：遺伝カウンセリングにおけ
る患者と家族へのメンタル支援のポ
イント

第 1回患者 ･家族メンタ
ル支援学会学術集会，東
京大学（2015.10.24-25）
東京

沼部　博直

3. 教育講演：遺伝子解析で分かること，
分からないこと，分かってしまうこと

第 40回東日本小児科学
会（2015.11.23）ベルサー
ル新宿グランド，新宿区

沼部　博直

B1. 重症心身障害児・者施設における神経
内科遺伝外来の意義

第 56回日本神経学会学
術 大 会（2015.5.20-23）
新潟コンベンションセン
ター，新潟

竹内　千仙*，川目　　裕*，沼部　博直，望月　葉子*

2. 大脳白質病変と認知機能障害を伴っ
た Pelizaeus-Merzbacher disease病女性
保因者

第 39回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会
（2015.6.25-28）三井ガー
デンホテル千葉，千葉

竹内　千仙*，川目　　裕*，沼部　博直，田中　將太*，
望月　葉子*

3. NIPT非受検の意思決定に関する要因
についての検討

第 39回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会
（2015.6.25-28）三井ガー
デンホテル千葉，千葉

渡辺 基子*，松尾　真理*，小川　正樹*，岩﨑　直子*，
浦野　真理*，沼部　博直，斎藤加代子*

4. 先天性疾患をもつ児の家族に対する
妊娠前カウンセリングにおける認定
遺伝カウンセラーの役割

第 39回日本遺伝カウン
セリング学会学術集会
（2015.6.25-28）三井ガー
デンホテル千葉，千葉

伊藤　志帆*，沼部　博直，朽方　豊夢*，吉橋　博史*

5. 無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）
を受検したクライエントの背景に関
する検討

日本人類遺伝学会第 60
回大会（2015.10.14-17）
京王プラザホテル，東京

武田　恵利*，鈴森　伸宏*，熊谷　恭子*，後藤　志信*，
松本　洋介*，大森　勇輝*，大瀬戸久美子*，榎原　　毅*，
沼部　博直，杉浦　真弓*

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. ファシリテータ 第 6回遺伝カウンセリン

グアドバンストセミナー
（2015.1.10）大阪

沼部　博直

2. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.1.16）文京区

沼部　博直

3. 患者相談会 エンジェルの会関東ブ
ロック交流会（2015.1.24）
さいたま

沼部　博直

4. ファシリテータ 2014年度遺伝カウンセ
リングロールプレイ研修
会（2015.1.31）千葉

沼部　博直

5. 疾患説明：ロールプレイオリエンテー
ション，ダウン症候群
ファシリテータ

2014年度遺伝カウンセ
リングロールプレイ研修
会（2015.2.14）吹田

沼部　博直

6. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.2.20）文京区

沼部　博直
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7. 疾患説明：ロールプレイオリエンテー
ション，ダウン症候群
ファシリテータ

2014年度遺伝カウンセ
リングロールプレイ研修
会（2015.2.28）広島

沼部　博直

8. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.3.14）文京区

沼部　博直

9. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.4.24）文京区

沼部　博直

10. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.5.15）文京区

沼部　博直

11. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.6.19）文京区

沼部　博直

12. ファシリテータ 第 6回遺伝カウンセリン
グ研修会（2015.7.11）松
本

沼部　博直

13. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.7.17）文京区

沼部　博直

14. 患者相談会 唯結総会（ハラーマン・
ストライフ症候群患者
会）（2015.7.18）八王子

沼部　博直

15. 患者相談会 こすもす交流会（Rubin-
stein-Taybi 症候群親の
会）（2015.7.19）浦安

沼部　博直

16. 患者相談会 BWS（Beckwith-Biede-
mann 症候群）親の会
（2015.7.31）さいたま

沼部　博直

17. 患者相談会 ALDの未来を考える会
（ 副 腎 白 質 ジ ス ト ロ
フィー患者会），第 4回
夏の勉強会（2015.8.8）
文京区

沼部　博直

18. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.8.28）文京

沼部　博直

19. インタビュー：遺伝カウンセラー養成 
医師と違う立ち位置で患者を支える
人材を

朝日新聞の医療サイト 
apital　http：//apital.asahi.
c o m / f e a t u r e /
ke io /2015090100014 .
html，2015.9.2 掲 載
（2015.9.2）東京

沼部　博直

20. 遺伝子診断と遺伝カウンセリング－
先天異常症のみかた－

平成 27年度周産期医療
研修会 医師 Bコース：
NICU 編（2015.8.31-9.2）
港区

沼部　博直

21. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.9.18）文京区

沼部　博直
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22. ザ！世界仰天ニュース　Down症候群　
医療監修・出演

日 本 テ レ ビ 系 列 OA
（2015.9.23）千代田区

沼部　博直

23. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.10.23）文京区

沼部　博直

24. ファシリテータ 2015年度遺伝カウンセ
リングロールプレイ研修
会（2015.11.7）新宿区

沼部　博直

25. 英語ゼミ 四大学（お茶の水女子大
学，東京医科歯科大学，
北里大学薬学部，学習院
で医学）コンソーシアム
留学生向け英語講義
（2015.11.25）文京区

沼部　博直

26.「マルファン症候群」疾患・シナリオ
説明
ファシリテータ

2015年度遺伝カウンセ
リングロールプレイ研修
会（2015.12.5）吹田

沼部　博直

27. 電話遺伝相談 NPO法人難病のこども
支 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（2015.12.18）文京区

沼部　博直

28. ファシリテータ 2015年度遺伝カウンセ
リングロールプレイ研修
会（2015.12.23）熊本

沼部　博直

ロボット手術支援センター

【教育】
「到 達 目 標」　安全で効率的な手術手技を広く伝える。
「現 状 説 明」　日本各地から見学者を受け入れている。学会，講演会，雑誌なを通して手術手技とそれに伴う成果を発表してい

る。
「点検・評価」　ロボット手術の手技を教育，普及している。
「改 善 方 策」　さらに，結果の集積を行いよりよい手技へとフィードバックが必要。
「目標・改善方策の達成度」　80%の達成
【研究】
「到 達 目 標」　臨床研究とともに，ロボット支援手術におけるトランスレーションリサーチを積極的に行う。
「現 状 説 明」　臨床データー解析を行い，国内外の主要学会において発表を行っている。
「点検・評価」　一部の成果においては，各外科領域またはがん関連雑誌に掲載されている。
「改 善 方 策」　さらに，データーの取集を行いより良いロボット支援の確立を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　90%の達成
【診療】
「到 達 目 標」　ロボット支援手術を安全にまた，積極的に活用し多くの患者さんに貢献する。
「現 状 説 明」　保険収載されている，前立腺癌手術を筆頭に各科とも積極的にロボット手術を行っている。
　　　　　　　耳鼻科の咽頭癌，婦人科の子宮癌が先進医療になっている。
「点検・評価」　ロボット手術の利点を生かせる各疾患を積極的に実施している。
「改 善 方 策」　ロボット手術の利点を生かせる各疾患を積極的に実施し，先進医療や保険収載の基礎をさらに作る。
「目標・改善方策の達成度」　80%の達成
【社会貢献】
「到 達 目 標」　ロボット支援手術に関するセミナー等を積極的に行う。
「現 状 説 明」　医師会，勉強会を通し講演を行っている。
「点検・評価」　ロボット支援手術の認知，普及に貢献している。
「改 善 方 策」　より多くの研究会，市民公開講座などで講演を行ってゆく。
「目標・改善方策の達成度」　90%の達成
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I.　著書
1. 前立腺がんはロボット手術で根治を
めざす

青月社，1-182, 2015 大堀　　理，橘　　政昭

II.　学術論文
A1. Impact of a preoperatively estimated pros-

tate volume using transrectal ultrasonog-
raphy on surgical and oncological out-
comes in a single surgeon’s experience 
with robot-assisted radical prostatectomy

Surg Endosc 2015 Nov 17
（IF=3.256）

Hirasawa Y,  Ohno Y,  Nakashima J,  Shimodaira K,  
Hashimoto T,  Gondo T,  Ohori M,  Tachibana M,  Yoshi-
oka K*

2. Is scintigraphy necessary to detect migra-
tion of 125I seeds after brachytherapy for 
early prostate cancer?

Int J Clin Oncol 2015 Sep 
22 （IF=2.128）

Odagaki Y,  Ohori M,  Yoshimura M*,  Nakshima J,  Ohno 
Y,  Mikami R*,  Nakayama H*,  Tokuuye K*,  Tachibana M

3. Prediction of renal function after nephro-
ureterectomy in patients with upper tract 
urothelial carcinoma

Jpn J Clin Oncol 45（11）：
1 0 6 4-1 0 6 8 , 2 0 1 5 
（IF=2.016）

Hashimoto T,  Ohno Y,  Nakashima J,  Gondo T,  Naka-
gami Y,  Namiki K,  Horiguchi Y,  Yoshioka K*,  Ohori M,  
Tachibana M

4. Associations between ABO blood groups 
and biochemical recurrence after radical 
prostatectomy

Int J Clin Exp Med, 15；8
（2）：2642-2648. eCollec-
tion, 2015（IF=1.277）

Ohno Y,  Ohori M,  Nakashima J,  Ohkubo H,  Satake N,  
Takizawa I,  Hashimoto T,  Hamada R,  Nakagami Y,  
Yoshioka K*,  Tachibana M

5. Prognostic value of preoperative pyuria in 
patients with non-muscle-invasive blad-
der cancer

Int J Urol 22（7）：645-

649, 2015 （IF=2.409）
Satake N,  Ohno Y,  Nakashima J,  Ohori M,  Tachibana M

6. Preoperative predictive factors and further 
risk stratifi cation of biochemical recur-
rence in clinically localized high-risk 
prostate cancer

Int J Clin Oncol 2015 Nov 
19（IF=2.128）

Hamada R,  Nakashima J,  Ohori M,  Ohno Y,  Komori O*,  
Yoshioka K*,  Tachibana M

7. Association between preoperative serum 
total cholesterol level and biochemical 
recurrence in prostate cancer patients who 
underwent radical prostatectomy

Molecular and Clinical 
Oncology October 2015

Ohno Y,  Ohori M,  Nakashima J

B1.【“長期成績”-XIII.前立腺癌の局所療
法の長期成績】手術 ：ロボット手術

Japanese Journal of Endou-
rology 28（2）：203-206, 
2015

橘　　政昭，大野　芳正，大堀　　理

C1. 淡明細胞型腎癌患者における健側腎
周囲脂肪の厚さと予後の検討

東 医 大 誌 73（2）：210, 
2015

鹿島　　剛，大野　芳正，挟間　一輝，長尾　　剛，
三間　隆史，石田　卓也，黄　　和吉，平澤　陽介，
橋本　　剛，濱田　理宇，中神　義弘，堀口　　裕，
並木　一典，吉岡　邦彦*，中島　　淳，大堀　　理，
橘　　政昭

III.　学術刊行物
B1. 普及が進む前立腺がんのロボット支
援手術のメリット

がんサポート 3：35-39, 
2015

大堀　　理

2. 50歳を過ぎたら検査必須！急増する
前立腺がん

日経 gooday 9月：4, 2015 大堀　　理　

3. がん「予防」と「早期発見」の最前線 文芸春秋：101-102, 2015 大堀　　理
4. 術ロボット「da Vincci」の適応例　特
集：医療に役立つ手術ロボットシステ
ムを大解剖

ロボコンマガジン 44（9
月号）：10-13, 2015

大堀　　理

5. 痛くないガン治療 週刊文春 420：194, 2015 大堀　　理
6. 前立腺がん最新事情 読売新聞　医療ルネッサ

ンス 3月 20
大堀　　理
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Impact of a Preoperatively Estimated 

Prostate Volume using Transrectal Ultra-
sonography on Surgical and Oncological 
Outcomes in a Single Surgeon’s Experi-
ence with Robot-Assisted Radical Prosta-
tectom

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 5）
New Orlsans

Hirasawa Y,  Nakashima J,  Ohno Y,  Hashimoto T,  Sugi-
hara T,  Nakagami Y,  Namiki K,  Horiguchi Y,  Yoshioka 
K*,  Ohori M,  Tachibana M

2. Clinical signifi cance of nutritional prog-
nostic Index inpatients with clear Cell 
renal Cell carcinoma

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 7）
New Orlsans

Ohno Y,  Nakashima J, Ohori M,  Satake N,  Kashima T,  
Gondo T,  Nakagami Y,  Tachibana M

3. Clinical value of immunohistochemically 
detected lymphovascular invasion in 
transurethral bladder tumor resection 
specimen for bladder cancer staging 
before radical cystectomy

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 8）
New Orlsans

Gondo T,  Nakashima J,  Inoue R*,  Hashimoto T,  Ohno Y,  
Ohori M,  Nagao T,  Tachibana M

4. Prognostic value of neutrophil-to-lym-
phocyte ratio and establishment of novel 
risk stratifi cation model in castration-

resistant prostate cancer patients treated 
with docetaxel chemotherapy

American Urological Asso-
ciation’s 2015 Annual 
M e e t i n g（2 0 1 5 . 5 . 1 9）
New Orlsans

Nakagami Y,  Nakashima J,  Ohno Y,  Ohori M,  Tachibana 
M

国内学会
B1. ロボット支援前立腺全摘除術におけ
る前立腺容積の外科的・腫瘍学的アウ
トカムへの影響

第 7回日本ロボット外科
学会（2015.2.7）東京

平澤　陽介，中島　　淳 ，橋本　　剛，権藤　立男，
中神　義弘，大野　芳正，並木　一典，堀口　　裕，
吉岡　邦彦，大堀　　理 ，橘　　政昭

2. ロボット支援下手術で摘出し得た巨
大前立腺粘膜癌の 1例

第 167日本泌尿器科学会
東京地方会（2015.2.12）
東京

三間　隆史，大堀　　理，平澤　陽介，挟間　一輝，
小田垣　悠，杉原　　亨，中神　義弘，大野　芳正，
堀口　　裕，並木　一典，中島　　淳，橘　　政昭

3. 本邦における Active surveillanceに関
する情報提供の現状：全国癌診療連携
拠点病院Websiteの検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.18）金沢

権藤　立男，松本　一宏*，大堀　　理，大野　芳正，
橘　　政昭

4. 前立腺全摘標本における Tertiary Glea-
son Grade 5と術後 PSA非再発率との
関連の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

鴨田　直博，大堀　　理，大野　芳正，小田垣　悠，
石田　卓也，権藤　立男，中神　義弘，中島　　淳，
井上　理恵*，長尾　俊孝*，橘　　政昭

5. 早期前立腺癌に対する I-125密封小線
源療法の臨床的検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

田中　絢子，大堀　　理，中島　　淳，大野　芳正，
中山　秀次*，三上　隆二*，黄　　和吉，鹿島　　剛，
権藤　立男，濱田　理宇，中神　義弘，徳植　公一*，
橘　　政昭

6. 去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対す
るエンザルタミドの使用経験

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

石田　卓也，大堀　　理，大野　芳正，田中　絢子，
佐竹　直哉，下平　憲治，澤田　陽平，大久保秀紀，
伊関　　亮，中神　義弘，中島　　淳，池田　龍介*，
橘　　政昭

7. ロボット支援根治的前立腺摘除術が
施行された限局性前立腺癌における
PSA再発の術前予測因子の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

中島　　淳，橋本　　剛，吉岡　邦彦*，平澤　陽介，
権藤　立男，濱田　理宇，中神　義弘，大野　芳正，
堀口　　裕，並木　一典，大堀　　理，橘　　政昭

8. 淡明細胞型腎癌患者における健側腎
周囲脂肪の厚さと予後の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.20）金沢

鹿島　　剛，大野　芳正，石田　卓也，黄　　和吉，
平澤　陽介，濱田　理宇，中神　義弘，堀口　　裕，
並木　一典，吉岡　邦彦，中島　　淳，大堀　　理，
橘　　政昭
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9. 高リスク限局性前立腺癌における恥
骨後式根治的前立腺摘除術とロボッ
ト支援根治的前立腺摘除術後の PSA
再発に関する比較検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.20）金沢

濱田　理宇，長尾　　剛，吉岡　邦彦，中島　　淳，
三間　　隆，石田　卓也，黄　　和吉，中神　義弘，
並木　一典，堀口　　裕，大野　芳正，大堀　　理，
橘　　政昭

10. 本邦でもセンター化はおこるのか ?当
院におけるロボット支援前立腺全摘
（RARP）症例の居住地域の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.21）金沢

長尾　　剛，大堀　　理，大野　芳正，濱田　理宇，
石田　卓也，鹿島　　剛，平澤　陽介，中神　義弘，
堀口　　裕，並木　一典，吉岡　邦彦，中島　　淳，
橘　　政昭

11. D'Amicoリスク群との関連からみた前
立腺全摘後の PSA再発に対する 2次
治療の検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.21）金沢

三間　隆史，大堀　　理，大野　芳正，権藤　立男，
長尾　　剛，挾間　一輝，黄　　和吉，平澤　陽介，
鹿島　　剛，濱田　理宇，中島　　淳，橘　　政昭

12. 筋層非浸潤性膀胱癌における術前末
梢血リンパ球数と膀胱内再発に関す
る検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.21）金沢

佐竹　直哉，大野　芳正，鹿島　　剛，濱田　理宇，
権藤　立男，中神　義弘，堀口　　裕，並木　一典，
中島　　淳，大堀　　理，橘　　政昭

13. ドセタキセル療法が施行されて去勢
抵抗性前立腺癌患者の死亡リスクに
関する層別化モデルの作成

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.21）金沢

中神　義弘，中島　　淳，大野　芳正，権藤　立男，
堀口　　裕，並木　一典，大堀　　理，橘　　政昭

14. 急速な進行を示した前立腺原悪性線
維性組織球症の 1例

第 168日本泌尿器科学会
東京地方会（2015.6.13）
東京

鏑木　直人，権藤　立男，挟間　一輝，黄　　和吉，
鹿島　　剛，小田垣　悠，平澤　陽介，杉原　　亨，
中神　義弘，大野　芳正，堀口　　裕，並木　一典，
中島　　淳，大堀　　理，橘　　政昭

15. ホルモン治療が施行された進行性前
立腺癌の予後因子検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.26）
東京

下平　憲治，中島　　淳，大堀　　理，並木　一典，
堀口　　裕，大野　芳正，中神　義弘，権藤　立男，
橘　　政昭

16. 浸潤性膀胱癌患者におけるサルコペ
ニアの意義

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.26）
東京

平澤　陽介，中島　　淳，勇内山大介*，権藤　立男，
中神　義弘，堀口　　裕，大野　芳正，並木　一典，
大堀　　理，徳植　公一*，橘　　政昭

17. ロボット支援前立腺全摘（RARP）症
例における被膜外浸潤予測（EPE）ノ
モグラムの検証

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.26）
東京

鏑木　直人，大堀　　理，権藤　立男，小田垣　悠，
鴨田　直博，平澤　陽介，杉原　　亨，鹿島　　剛，
下平　憲治，大野　芳正，中島　　淳，橘　　政昭

18. ロボット支援前立腺全摘（RARP）に
おける positive surgical margin（+SM）
の頻度と部位の検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

清水　優人，大堀　　理，権藤　立男，小田垣　悠，
鴨田　直博，平澤　陽介，杉原　　亨，鹿島　　剛，
下平　憲治，中神　義弘，大野　芳正，中島　　淳，
橘　　政昭

19. 分子標的治療を行った腎細胞癌患者
における好中球リンパ球比の検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

鹿島　　剛，大野　芳正，清水　優人，小野　　朝，
徳山　尚斗，鏑木　直人，鴨田　直博，小田垣　悠，
平澤　陽介，中島　　淳，大堀　　理，橘　　政昭

20. 当院における膀胱原発小細胞癌 4例の
検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

小野　　朝，大野　芳正，平澤　陽介，杉原　　亨，
権藤　立男，中神　義弘，並木　一典，堀口　　裕，
中島　　淳，大堀　　理，橘　　政昭

21. ゾレドロン酸投薬後い顎骨絵師周囲
膿瘍を来した前立腺癌骨転移の 1例

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

徳山　尚斗，中神　義弘，平澤　陽介，下平　憲治，
権藤　立男，大野　芳正，並木　一典，中島　　淳，
大堀　　理，橘　　政昭

22. 根治的前立腺全摘標本におけるリン
パ管浸潤の予後因子としての意義の
検討

第 80回日本泌尿器科学
会東部総会（2015.9.27）
東京

小田垣　悠，大堀　　理，大野　芳正，下平　憲治，
鹿島　　剛，権藤　立男，中神　義弘，中島　　淳，
井上　理恵*，長尾　俊孝*，橘　　政昭

23. 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタ
キセル治療の重症好中球減少症予測
ノモグラムの作成

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.28）京都

平澤　陽介，中島　　淳，杉原　　亨，滝澤　一晴，
権藤　立男，中神　義弘，堀口　　裕，大野　芳正，
並木　一典，大堀　　理，橘　　政昭
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24. 膀胱全摘術が施行された膀胱癌症例
における術前膀胱外浸潤予測　TUR
検体中 LVIの有用性

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.28）京都

権藤　立男，中島　　淳，井上　理恵*，小田垣　悠，
鴨田　直博，平澤　陽介，鹿島　　剛，下平　憲治，
中神　義弘，大野　芳正，堀口　　裕，並木　一典，
大堀　　理，長尾　俊孝*，橘　　政昭

25. 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタ
キセル治療の重症好中球減少症予測
ノモグラムの作成

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

平澤　陽介，中島　　淳，杉原　　亨，滝澤　一晴，
権藤　立男，中神　義弘，堀口　　裕，大野　芳正，
並木　一典，大堀　　理，橘　　政昭

内視鏡センター（教員分）

【教育】
「到 達 目 標」　各種の内視鏡検査の診断・治療の適応・手技・リスク管理。
「現 状 説 明」　消化器内科・外科および呼吸器外科とともに行っている。
「点検・評価」　教育に関しては，学生，研修医・研究医，さらに臨床検査医学科，救命救急センタースタッフにも内視鏡教育を

行っている。
「改 善 方 策」　さらに内視鏡診断・治療の精度管理・安全面向上させる。
「目標・改善方策の達成度」　内視鏡診断および治療において，検査件数が増加している。
【研究】
「到 達 目 標」　消化器内科・外科を中心として多くの診療科と協調して研究していく。
「現 状 説 明」　循環器内科，糖尿病内科と共同研究を継続している。
「点検・評価」　循環器内科との共同研究では，論文も行っている。
「改 善 方 策」　さらに多くの科との連携を強めていく。
「目標・改善方策の達成度」　総合診療科とも共同研究を進めている。
【診療】
「到 達 目 標」　消化器内科・外科を中心として多くの診療科と協調して診療していく。
「現 状 説 明」　消化器内科の外来を担当している。適宜内視鏡センターにおいても診療を行っている。
「点検・評価」　消化器内科・外科との連携は外来，内視鏡センターにて順調である。
「改 善 方 策」　Sedation内視鏡を行う際の適応・リスク管理を決める。
「目標・改善方策の達成度」　前坪井院長のご尽力にて内視鏡センターは拡張され，Sadation内視鏡を行うスペースが確保できた。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　内視鏡検査・治療を中心として，多くの病院との連携，情報交換をする。
「現 状 説 明」　講演会・研究会などを開催し，意見交換を行っている。
「点検・評価」　近隣の病院・クリニックなどとの連携は良好である。
「改 善 方 策」　市民公開講座など，患者さんへのさらなる情報提供が必要である。
「目標・改善方策の達成度」　定期的に近隣の先生方と講演会・研究会を開催している。

I.　著書
1. 内科外科処方 navi，CHAPTER3 消化
器疾患，3.急性胃炎，AGML

中外医学社，40, 2015 河合　　隆（監：富野康日己*）

2. 4.慢性胃炎（ヘリコバクターピロリ菌
除菌を含む）

41 河合　　隆

3. 南山堂医学大辞典 第 20版　執筆者 南山堂，2015 河合　　隆
4. 症例で身につける消化器内視鏡シ
リーズ　食道・胃腫瘍診断　確実な鑑
別・深達度診断のためのコツと Case 
Study 改訂版，第 5章 Case Study：
Q&A C.胃　1.鑑別診断　Case①

羊土社，248-252, 2015 植松　淳一，河合　　隆
（編：田尻　久雄*，小山　恒男*）

5. C.胃　1.鑑別診断　Case② 253-257 植松　淳一，福澤　誠克
6. C.胃　1.鑑別診断　Case③ 258-261 植松　淳一，河合　　隆
7. C.胃　1.鑑別診断　Case④ 262-265 植松　淳一，河合　　隆
8. Barrett食道表在癌，コラム経鼻内視鏡
の有用性

日本メディカルセン
ター，106, 2015

河合　　隆（編：小山　恒男*）
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9. 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，2
章 内視鏡・病理 8 経鼻内視鏡の検診
における有用性

日本医事新報社，89-94, 
2015

河合　　隆（編：三木　一正*）

10. あなたも名医！消化管疾患診療のギ
モン・シツモン・アンコモン Q&Aで
斬 る！， 第 1 章 消 化 管 症 例 別
Q&A.3.胸焼け・酸逆流

日本医事新報社，8-11, 
2015

河合　　隆（編：高橋　信一*）

II.　学術論文
A1. Gastroesophageal reflux disease in 

patients with diabetes：Preliminary study
J Gastroenterol Hepatol 30
（Suppl 1）：31-35, 2015
（IF=3.322）

Fujiwara M,  Miwa T,  Kawai T,  Odawara M

2. Surveillance of short-segment Barrett’s 
esophagus using ultrathin transnasal 
endoscopy

J Gastroenterol Hepatol 30
（Suppl 1）：41-45, 2015
（IF=3.322）

Sugimoto H,  Kawai T,  Naito S,  Yanagizawa K,  Yamagi-
shi T,  Fukuzawa M,  Yagi K,  Matsubayashi J,  Nagao T,  
Tomiyama H,  Hoshino S,  Tsuchida A,  Moriyasu F

3. Clinical impact of endoscopy position 
detection unit（UPD-3）for a non-

sedated colonoscopy

World J Gastroenterol 21
（16）：4903-4910, 2015
（IF=2.787）

Fukuzawa M,  Uematsu J,  Kono S,  Suzuki S,  Sato T,  
Yagi N,  Tsuji Y,  Yagi K,  Kusano C,  Gotoda T,  Kawai T,  
Moriyasu F

C1. H. pylori 除菌 16 年後に診断され，
ESDにて切除し得た幽門前庭部癌の 1
例

Progress of Digestive 
Endoscopy 86（1）：7, 146-

147, 2015

山城　奈々，後藤田卓志，阿部　正和，勝呂　麻弥，
古賀　幹教，河野　　真，鈴木　　翔，佐藤　丈征，
桑田　直子，辻　雄一郎，八木　健二，草野　　央，
福澤　誠克，河合　　隆，松林　　純，森安　史典

III.　学術刊行物
A1. 消化器疾患の病態生理：ペプシノゲン
値による H. pylori感染・胃炎診断に
関する検討

Progress in Medicine 35
（3）：472-473, 2015

内藤咲貴子，河合　　隆，桑田　直子，杉本　弥子，
福澤　麻理，福澤　誠克，山岸　哲也，植松　淳一，
佐藤　丈征，八木　健二，森安　史典

2. 早わかり 消化器内視鏡関連ガイドラ
インのすべて：胃 消化性潰瘍診療ガ
イドライン

消化器内視鏡 27（3）増
大号：426-427, 2015

河合　　隆

3. 酸関連疾患 酸関連疾患治療薬の有用
性 酸分泌抑制薬：H2受容体拮抗薬・
プロトンポンプ阻害薬

日 本 臨 牀 73（7）：1159-

1162, 2015
河合　　隆，八木　健二，森安　史典

4. PPIの新展開：新規薬剤によって治療
はどう変わるか：NSAIDs・低用量ア
スピリン潰瘍に対するボノプラザン
の効果と使い方

消化器の臨床 18（3）：
304-306, 2015

河合　　隆，福澤　麻理，山岸　哲也，八木　健二，
森安　史典

5. べからず集 2015：「食道」べからず：
咽頭通過－今後これはやってはいけ
ない

消化器内視鏡 27（2）：
182-183, 2015

河合　　隆

6. Helicobacter Year Book 2014-2015- Heli-
cobacter研究の更なる飛躍－Helico-
bacter研究の最新レビュー：Helico-
bacter pyloriと悪性疾患とのかかわり

Helicobacter Research 19
（2）：145-147, 2015

河合　　隆

7. カリウムイオン競合型アシッドブ
ロッカー（ボノプラザン）の基礎と臨
床：臨床編　ボノプラザンの効果　既
存の酸分泌抑制薬は不要か　低用量
アスピリン潰瘍に対するボノプラザ
ンの効果と使い方

Progress in Medicine 35
（8）：1307-1309, 2015

河合　　隆，福澤　麻理，山岸　哲也，八木　健二，
森安　史典，星野　澄人，土田　明彦
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8. 処置具を使いこなす：消化管ポリペク
トミー・EMR　胃ポリペクトミー・
EMR　胃ポリペクトミー・EMRに使
用する処置具を使いこなすコツ

消化器内視鏡 27（8）増
大号：1260-1262, 2015

八木　健二，河合　　隆，内藤咲貴子，桑田　直子

9. 新しい経鼻内視鏡による内視鏡診断
のパラダイムシフト：細径内視鏡の
NBIによる新しい胃癌診断

週刊日本医事新報4767：
20-28, 2015

柳澤　京介

10. 内視鏡の読み方：急性出血性直腸潰瘍
の診断

臨牀消化器内科30（12）：
1565-1568, 2015

福澤　誠克，河合　　隆

11. 注目の新薬　タケキャブ R（ボノプラ
ザンフマル酸塩）

診 断 と 治 療 103（12）：
1659-1663, 2015

河合　　隆，福澤　麻理，山岸　哲也，佐藤　丈征，
桑田　直子，八木　健二，森安　史典，星野　澄人，
土田　明彦

12. 消化性潰瘍治療における新たな作用
機序を持つ PPI（ボノプラザンフマル
酸塩）への期待

PTM：最新の疾患別治療
マニュアル 2015年8月：
np1-np2, 2015

河合　　隆

13. Award Report上原 H. pylori賞　優秀
賞：ペニシリンを用いないヘリコバク
ター除菌治療

日本ヘリコバクター学会
誌 16（2）：30, 2015

伊藤　愼芳*，佐々木　仁*，永原　章仁*，浅岡　大介*，
高橋　信一*，徳永　健吾*，竹内　義明*，松久　威史*，
西澤　俊宏*，鈴木　雅之*，水野　滋章*，峯　　徹哉*，
大草　敏史*，小俣富美雄*，栗原　直人*，正岡　建洋*，
鈴木　秀和*，榊　　信廣*，川上　浩平，河合　　隆，
鳥居　　明*

B1. 第 20回学術集会レポート：シンポジ
ウム　H. pylori感染症の問題点を探る

日本ヘリコバクター学会
誌 16（2）：33, 2015

河合　　隆

2. 第 100回日本消化器内視鏡学会関東地
方会論文集：消化管がんスクリーニン
グにおける内視鏡の位置づけ（司会者
統括）

Progress of Digestive 
Endoscopy 87（1）：24-25, 
2015

河合　　隆，矢作　直久*

3. 日本消化器内視鏡学会関東地方会 100
回記念誌：巻頭言～発刊に際して～

Progress of Digestive 
Endoscopy 87（2）：s155, 
2015

河合　　隆

4. 日本消化器内視鏡学会関東地方会 100
回記念誌：歴代会長 第 96回日本消化
器内視鏡学会関東地方会

Progress of Digestive 
E n d o s c o p y  8 7（ 2）：
s352-s353, 2015

河合　　隆

5. Helicobacter pyloriニュース American 
College of Gastroenterology（AGC）
2014（2014 年 10 月 17～22 日，フィ
ラデルフィア）

Helicobacter Research 19
（2）：181-183, 2015

植松　淳一

6. 特集：新しい経鼻内視鏡による内視鏡
診断のパラダイムシフト（監修）

週刊日本医事新報 4767, 
19, 2015

河合　　隆

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Correlation between symptom of abdo-

men and damages to the upper gastroin-
testinal tract in low-dose aspirin user

Digestive Disease Week 
2015：AGA（2015.5.16-

19）Washington, DC, USA

Kawai T,  Fukuzawa M,  Moriyasu F,  Yamashina A

2. Evaluation of gastric cancer diagnosis 
using super close observation endoscopy 
with narrow-band imaging

Digestive Disease Week 
2015：AGA（2015.5.16-

19）Washington, DC, USA

Kawai T,  Yanagisawa K,  Fukuzawa M,  Moriyasu F

3. Evaluation of esophageal cancer diagnosis 
using super close observation endoscopy 
with narrow-band imaging

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington, DC, USA

Naito S,  Kawai T,  Fukuzawa M,  Moriyasu F
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4. Two cases of gastric mucosa-associated 
lymphoid tissue lymphoma with helico-
bacter heilmannii infection

A C G 2 0 1 5：T h e  8 0 t h 
Annual Scientifi c Meeting 
of the American College of 
G a s t r o e n t e r o l o g y
（2015.10.16-21）Hawaii, 
USA

Tokunaga K*,  Tanaka A*,  Matsui H*,  Fujiwara M*,  His-
matsu T*,  Kawai T,  Ohkura Y*,  Nakamura M*,  Takahashi 
S*

国内学会
A1. 機能性疾患：「機能性ディスペプシア
の新展開」～ピロリ菌感染胃炎と機能
性ディスペプシア～：低用量アスピリ
ン内服患者における消化器症状と胃
粘膜傷害（コアシンポジウム）

第 11回日本消化管学会
総会学術集会（2015.2.13-

14）東京

植松　淳一，河合　　隆，福澤　誠克，福澤　麻理，
森安　史典，渡辺　雅貴，山科　　章

2. Helicobacter pylori除菌後の諸問題（教
育講演）

第 11回日本消化管学会
総会学術集会（2015.2.13-

14）東京

河合　　隆

3. Helicobacter pylori除菌時代における
胃食道逆流関連疾患：GERD関連疾患
における低用量アスピリンと H. pylori
感染の影響（ワークショップ）

第 11回日本消化管学会
総会学術集会（2015.2.13-

14）東京

内藤咲貴子，河合　　隆，杉本　弥子，福澤　麻理，
福澤　誠克，後藤田卓志，森安　史典，山科　　章

4. 効率的な胃癌検診のあり方：H. pylori
抗体検査を併用したMDLによる胃検
診（ワークショップ）

第 11回日本消化管学会
総会学術集会（2015.2.13-

14）東京

河合　　隆，川上　浩平，平山　陽示

5. 特別発言：上部消化管傷害の新たな治
療展開（ランチョンセミナー）

第 11回日本消化管学会
総会学術集会（2015.2.13-

14）東京

河合　　隆

6. GERDと Barrett食道の診断・治療の
最前線（アフタヌーンセミナー）

第 47回胃病態機能研究
会（2015.2.14-15）東京

河合　　隆

7. 薬剤性胃・十二指腸潰瘍の病態と治
療：その基礎と臨床：低用量アスピリ
ン内服患者における胃粘膜傷害程度
と消化器症状（シンポジウム）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

柳澤　京介，河合　　隆，山科　　章

8. 食道表在癌の診断と治療：課題と展
開：新型細径経鼻内視鏡による食道病
変の診断能の検討（パネルディスカッ
ション）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

内藤咲貴子，福澤　誠克，河合　　隆

9. 大腸 LSTの病態生理と診断・治療戦
略：臨床病理学的特徴からみた大腸
LST-Gに対する分割 EMRの意義（パ
ネルディスカッション）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

福澤　誠克，河合　　隆，森安　史典

10. 食道良性疾患の内視鏡診断と治療：細
径経鼻内視鏡による Barrett’s食道粘膜
の超近接粘膜模様観察の検討（ワーク
ショップ）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

内藤咲貴子，福澤　誠克，河合　　隆

11. 消化管がんスクリーニングにおける
内視鏡の位置づけ：新しい経鼻内視鏡
を用いた胃癌のスクリーニング診断
（シンポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

柳澤　京介，河合　　隆，内藤咲貴子，杉本　弥子，
福澤　麻理，山岸　哲也，桑田　直子，佐藤　丈征，
八木　健二，森安　史典

12. がん根治を目指した内視鏡治療－限
界と挑戦－：食道 ESDにおける鎮静
と全身麻酔の選択（シンポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

桑田　直子，後藤田卓志，草野　　央，八木　健二，
辻　雄一郎，鈴木　　翔，佐藤　丈征，河野　　真，
植松　淳一，山内　芳也，古賀　幹教，福澤　誠克，
立花　慎吾，土屋　明彦，河合　　隆，森安　史典
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13. がん根治を目指した内視鏡治療－限
界と挑戦－：胃内視鏡的粘膜下層剥離
術におけるデンタルフロス付きク
リップ牽引法の有効性について（シン
ポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，鈴木　　翔，佐藤　丈征，
草野　　央，福澤　誠克，森安　史典

14. 内視鏡を活用したあらたな診療展開
－大腸－：右側結腸からの憩室出血に
対し小腸内視鏡用オーバーチューブ
を用いてバリウム充填法を施行した 3
症例（ワークショップ）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，草野　　央，福澤　誠克，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　健二，辻　雄一郎，
桑田　直子，植松　淳一，山内　芳也，森安　史典

15. 症例検討セッション「大腸」：読影者 第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

福澤　誠克

16. ヘリコバクター・ピロリ胃炎除菌の問
題点：東京都内多施設共同調査による
Helicobacter pylori一次・二次除菌率
の経年変化　続報（パネルディスカッ
ション）

第 21回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-27）神戸

正岡　建洋*，鈴木　秀和*，西澤　俊宏*，小俣富美雄*，
伊藤　愼芳*，浅岡　大介*，水野　滋章*，大草　敏史*，
川村　　洋*，徳永　健吾*，佐々木　仁*，鳥居　　明*，
栗原　直人*，松久　威史*，鈴木　雅之*，永原　章仁*，
峯　　徹哉*，河合　　隆，榊　　信廣*，高橋　信一*

17. 診断と治療の最先端：血清抗ヘリコバ
クターピロリ IgG抗体の診断能の検
討，カットオフ値に注目して－東京都
多施設共同研究－（ワークショップ）

第 21回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-27）神戸

小俣富美雄*，東京 Hp研究会
（高橋　信一*，徳永　健吾*，伊藤　愼芳*，川村　　洋*，
水野　滋章*，永原　章仁*，浅岡　大介*，川上　浩平，
河合　　隆，鈴木　秀和*，正岡　建洋*，大草　敏史*，
松久　威史*，西澤　俊宏*，鈴木　雅之*，栗原　直人*，
鳥居　　明*，峯　　徹哉*，竹内　義明*，榊　　信廣*）

18. 上部消化器疾患の疾病構造を考える
（サテライトセミナー）

第 24回消化器疾患病態
治療研究会（2015.9.11-

12）東京

河合　　隆

19. H. pylori未感染および除菌後胃癌の治
療と病態：新しい経鼻内視鏡を用いた
除菌後胃癌のスクリーニング診断の
検討（ワークショップ）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会・第 57回日
本消化器病学会大会，第
53回日本消化器がん検
診 学 会 大 会 合 同
（2015.10.8-11）東京

柳澤　京介，河合　　隆，森安　史典

20. 胃がん検診における内視鏡検査（特別
講演）

第 33回関東消化器内視
鏡技師学会 &機器取扱
い 講 習 会（2015.11.22）
東京

河合　　隆

21. 胃がん検診における内視鏡検査の有
用性と問題点（ランチョンセミナー）

第 101回日本消化器内視
鏡学会関東支部例会
（2015.12.12-13）東京

河合　　隆

B1. 内視鏡所見と組織学的慢性胃炎の関
連

平成 26年度厚生労働科
学研究費補助金 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
第 1 回 厚 労 省 班 会 議
（2015.2.11）札幌

河合　　隆
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2. 内視鏡所見と消化器症状の検討 第 47回胃病態機能研究
会（2015.2.14-15）東京

桑田　直子，河合　　隆，内藤咲貴子，杉本　弥子，
福澤　麻理，福澤　誠克，植松　淳一，佐藤　丈征，
八木　健二，草野　　央，後藤田卓志，森安　史典

3. ピロリ感染・ABC検診：ピロリ菌除
菌前後の胃 X線検査像の経時的変化
（第 2報）

日本総合健診医学会第
43回大会（2015.2.20-21）
富山

小野　鉄也*，阿部　昌史*，金子　舞子*，前田　麻美*，
柴田　　昌*，城間　　勉*，大坪　哲雄*，河合　　隆

4. 経鼻内視鏡による H. pylori除菌後び
らんと早期胃がんの内視鏡診断

第 15回東京 UGI研究会
（2015.2.28）東京

桑田　直子，河合　　隆，内藤咲貴子，杉本　弥子，
福澤　麻理，福澤　誠克，植松　淳一，佐藤　丈征，
八木　健二，草野　　央，後藤田卓志，森安　史典

5. 上行結腸憩室に対しシングルバルー
ン内視鏡およびオーバーチューブを
用いてバリウム充填を行った 1例

日本消化器病学会関東支
部 第 333 回 例 会
（2015.2.28）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，草野　　央，福澤　誠克，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　健二，辻　雄一郎，
桑田　直子，植松　淳一，山内　芳也，森安　史典

6. 内視鏡切除を施行した Ip型大腸 SM
癌の臨床病理学的検討

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

福澤　誠克，河合　　隆，森安　史典

7. 胃 GISTを ESDにて局所切除し，遅
発生穿孔予防に内視鏡的組織被覆法
を行った 1例

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

植松　淳一，福澤　誠克，古賀　幹教，河野　　真，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　直子，辻　雄一郎，
山本　　圭，八木　健二，後藤田卓志，河合　　隆，
森安　史典

8. 非乳頭部原発十二指腸腫瘍に対する
治療法選択－臨床病理学的検討およ
び内視鏡治療成績から－

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

柳澤　京介，河合　　隆，内藤咲貴子，杉本　弥子，
福澤　麻理，山岸　哲也，八木　健二，森安　史典

9. 非乳頭部原発十二指腸腫瘍に対する
治療法選択－臨床病理学的検討およ
び内視鏡治療成績から－

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

竹内　眞美，竹内　眞美，福澤　誠克，草野　　央，
八木　健二，辻　雄一郎，八木　直子，佐藤　丈征，
鈴木　　翔，後藤田卓志，森安　史典

10. 胃がんリスク評価後のハイリスク群
（BCD群）の管理体制：胃癌リスク評
価における A群胃がんの多施設研究
について

胃がんリスク評価に関す
る研究会（第 54回日本
消化器がん検診学会総会
附置）（2015.6.6）大阪

吉原　正治*，伊藤　公訓*，井上　和彦*，加藤　勝章*，
間部　勝裕*，小林　正夫*，中島　滋美*，上村　直実*，
矢田　智之*，河合　　隆，岡　　政志*

11. 内視鏡所見と H. pylori感染・消化器
症状との関連について

第 34回消化器病態生理
勉強会（2015.8.8）東京

平山　陽示，河合　　隆

12. 細径経鼻内視鏡によるバレット食道
粘膜の超近接観察の検討

第 24回消化器疾患病態
治療研究会（2015.9.11-

12）東京

内藤咲貴子，河合　　隆，植松　淳一，杉本　弥子，
福澤　麻理，柳澤　京介，山岸　哲也，佐藤　丈征，
桑田　直子，八木　健二，森安　史典

13. ABC検診における D群の内視鏡的萎
縮からの再評価

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

辻　雄一郎，福澤　誠克，後藤田卓志，草野　　央，
八木　健二，桑田　直子，佐藤　丈征，河野　　真，
森安　史典，河合　　隆

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. レザー内視鏡から見る世界 LASEREO
の実力：新型フジ細径スコープのイン
パクト（講演）

第 1回レザー内視鏡学術
セミナー（2015.1.15）東
京 /SEMINAR REPORT
リーフレット

河合　　隆

2. スクリーニング検査における画像強
調機能の簡単活用法（特別講演）

大阪内視鏡セミナー
（2015.1.17）大阪

河合　　隆

3. PROGRAM　座長 Takeda GI Conference in 
Osaka（2015.1.24）大阪

東　　　健*，河合　　隆

4. 新しい経鼻・経口内視鏡による胃癌ス
クリーニング（一般講演）

第 5回新都心内視鏡勉強
会（2015.2.3）東京

河合　　隆

5. 一般講演（座長） 第 5回新都心内視鏡勉強
会（2015.2.3）東京

福澤　誠克
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6. 低用量アスピリンによる上部消化管
傷害のリスクマネージメント（特別講
演）

第 32 回「 わ か ば 会 」
（2015.2.19）東京

河合　　隆

7. 症例提示：コメンテーター 第 32 回「 わ か ば 会 」
（2015.2.19）東京

河合　　隆

8. タケキャブによる酸関連疾患治療の
パラダイムシフト（Special lecture）

熊本消化器治療内視鏡研
究 会 特 別 講 演 会
（2015.3.20）熊本

河合　　隆

9. 名医に聞く！胃がん（取材協力） 患者と家族が選ぶ 全国
の頼れるドクター 2015-

2 0 1 6 ,  2 4-2 5 ,  2 0 1 5
（2015.4.27）（ムック）

河合　　隆

10. GERDに対する酸分泌抑制治療の選択
肢：PPIの有効性と安全性（コメンテー
ター）

Next Forum　in Washing-
ton D.C. 2015（2015.5.17）
Washington DC，USA

河合　　隆

11. 新しい経鼻内視鏡を用いた胃がん診
断の工夫（講演）

朝日健やかセミナー～ピ
ロリ菌を知れば診療が大
きく変わる～（2015.5.23）
横浜

河合　　隆

12. P-CABによる酸関連疾患治療のパラ
ダイムシフト（講演）

八王子市医師会学術講演
会（2015.6.3）八王子 /
八王子市医師会報 No. 
328（514号），2, 2015

河合　　隆

13. よくわかるカラダのしくみ vol.4 胃　
ピロリ菌が胃の健康を左右する（監
修）

HEBELIAN SUMMER 
2 0 1 5 ,  5 4-5 5 ,  2 0 1 5
（2015.6.10）（定期刊行物）

河合　　隆

14. 胃癌検診：胃癌検診における内視鏡検
査の有用性と問題点（ピロリ菌感染も
含めて）（講演）

第 8回東邦大学地域がん
支援セミナー（2015.6.25）
東京

河合　　隆

15. 試験問題作成部会報告 日本消化管学会ニュース
レター vol. 15, 12, 2015
（2015.7.1）（機関誌）

河合　　隆

16. パネルディスカッション：NERDと
FDの鑑別と治療（ディスカッタント）

平成 27年度臨時木曜会
（2015.8.6）東京

河合　　隆

17. 胃がん検診における内視鏡検査の有
用性と問題点（講演）

岡山県医師会消化管検診
研究会講演会（2015.8.22）
岡山 /岡山県医師会報 第
1415号，1072-1073, 2015

河合　　隆

18. コメンテーター 第 33 回 わ か ば 会
（2015.9.10）東京

河合　　隆

19. Next Forum Report：Next Forum in 
Washington, D.C. 2015：GERDに対す
る酸分泌抑制治療の選択肢：PPIの有
効性と安全性（コメンテーター）（取
材協力）

日経メディカル 10月号，
105-107, 2015（2015.10.1）
（一般誌）

河合　　隆

20. 飲酒が直接，胃がんの原因になること
はありません（解説者）

男の隠れ家 11月号，90, 
2015（2015.11.1）（一般誌）

河合　　隆

21. レザー内視鏡から見る世界　消化管
領域（食道・胃から大腸まで）におけ
る BLIの有用性（司会）

第 3回レザー内視鏡学術
セ ミ ナ ー in 東 京
（2015.11.12）東京

河合　　隆
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22. 消化管内視鏡検査時の抗血栓薬取り扱
い－院内コンセンサスを目指して－
（講演）

東京医科大学病院 定例
院内研修会（2015.11.24）
東京

河合　　隆

23. 新・名医の最新治療 vol.405：ピロリ
感染胃炎（取材協力）

週刊朝日 2015.11.27号，
93-95, 2015（2015.11.27）
（一般誌）

伊藤　槇芳*，河合　　隆

24. REPORT 新型 PPIタケキャブの実力を
探る（取材協力）

日経メディカル 3月号，
20-21, 2015（2015.12.1）
（一般誌）

河合　　隆

25. 試験問題作成部会報告 日本消化管学会ニュース
レ タ ー vol. 16, 13-14, 
2015（2015.12.1）（機関誌）

河合　　隆

26. 連載・リレーインタビュー /医師のま
なざし⑬　患者さんにできるだけい
い医療を提供する

独協学園同窓会ドクター
ズクラブ 医師リレー日
記・独協の医人達，18, 
2015（2015.12.1）東京

河合　　隆

27. 第 2部　胃がん検診と内視鏡検査（講
演）

第 103回東京医科大学病
院 市 民 公 開 講 座
（2015.12.18）東京

河合　　隆

リハビリテーションセンター

【教育】
「到 達 目 標」　リハビリテーション医学の重要性を実際の診療を見学することにより理解すること。
「現 状 説 明」　現状ではリハビリテーション医学に関する講義の時間はなく，臨床実習に於いて，クルズス，見学により理解を

すすめる。特にロールプレーにより，臨床上の問題点からリハビリテーションの目標をとらえ，それに対する評
価や処方の修正などリハビリテーション医療の進め方を学習する。

「点検・評価」　リハビリテーションに携わるセラピストやMSWなどの関わりは臨床実習でしか体験できないものであるため，
できるだけ多くの時間を見学に当てている。

「改 善 方 策」　心臓リハビリテーションセンターや医療連携室などとの連携により医学部の講義では受けられない分野の知識を
深めてもらう。

「目標・改善方策の達成度」　時間の制約，スタッフの数が圧倒的に不足しているが，予定する内容は行うことができている。
【研究】
「到 達 目 標」　運動，行動に関する基本的なデータベースを構築すること。
「現 状 説 明」　部署としての人員数が少なく，研究に対する経験も未熟であるが，データ収集が充実しつつあり，学会発表も増

えてきている。
「点検・評価」　収集したデータを元に，学会活動を増やしていく。
「改 善 方 策」　通常のリハビリテーション評価の際にそのままデータ収集に結び付けられる環境を整備する。
「目標・改善方策の達成度」　少しずつではあるが有用なデータ収集がなされ，それぞれのデータを関連付けて解析ができてきて

いる。
【診療】
「到 達 目 標」　急性期早期からのリハビリテーションを開始し，機能回復をはかる。
「現 状 説 明」　セラピストの数が少なく，対応が困難な場合が多い。
「点検・評価」　急性期におけるリハビリテーションの開始，適応，中止基準について確立した基準を，策定，確率する必要があ

る。
「改 善 方 策」　他診療科との検討を重ね，急性期リハの確立を図る。
「目標・改善方策の達成度」　リハビリテーション依頼は増加しているが。対応が精一杯であるのが現状であるため，病棟でのリ

ハビリテーション看護を啓蒙していく。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　急性期から回復期や維持期リハビリテーションへスムーズに移行できるように的確な情報を提供する。
「現 状 説 明」　主診療科でのカンファレンスや，回診にセラピストが参加し患者の状態について報告を行う機会を設けている。
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「点検・評価」　転院時の情報提供，退院時リハビリ指導により，アプローチそのものの評価検討を行い改善点など検討を行なっ
ている。

「改 善 方 策」　主診療科との連携を深めていくことで情報の共有をはかる。
「目標・改善方策の達成度」　現在，2診療科の教授回診に参加し，カンファレンスでも 2診療科からの参加を受けている。さら

にリハビリパスについていくつかのかと検討を進めており，更に他診療科との連携を深めていく。

I.　著書
1. 最新リハビリテーション医学　第 3版 医歯薬出版株式会社，

362-366, 2016.3
上野　竜一（監：江藤　文夫*，里宇　明元*）

IV.　学会および研究会発表

国内学会
B1. 人工股関節置換術，足底圧からみた術
前後における歩容の変化

第 27回日本運動器科学
会（2015.7.4）宮崎

上野　竜一，正岡　利紀，宍戸　孝明，山本　謙吾

2. 転倒予防のための重心動揺計を用い
た頚髄症評価の検討

第 27回日本運動器科学
会（2015.7.4）宮崎

永井　太朗，遠藤　健司，鈴木　秀和，西村　浩輔，
依藤麻紀子，村田　寿馬，田中　英俊，上野　竜一，
山本　謙吾

3. 変形性股関節症における超小型加速
度計を用いた客観的歩行分析の試み
－健常者を対象にした波形パターン
解析－

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

直井　俊祐，宍戸　孝明，中里　俊亮，臼井　里絵，
石山　昌弘，久保　宏介，上野　竜一，山本　謙吾

4. 足底圧からみた人工股関節置換術，術
前後における歩容の変化

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

上野　竜一，正岡　利紀，宍戸　孝明，山本　謙吾

5. 3軸加速度センサーを用いた正常歩行
のパターン解析

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

久保　宏介，直井　俊祐，宍戸 孝明，中里　俊亮，
臼井　里絵，石山　昌弘，永井　太朗，西村　浩輔，
上野　竜一，佐野　圭二，山本　謙吾

6. 寛骨臼関節唇損傷に対する股関節鏡
視下手術前後の歩行解析

第 42回日本股関節学会
学 術 集 会（2015.10.30）
大阪

高橋　亮吾，山藤　　崇，松永　　怜，香取　庸一，
上野　竜一，山本　謙吾

7. 股関節症の歩行分析に対する客観的
指標作成のための正常歩行パターン
の解析－小型無線 3軸加速度センサー
を用いて－

第 42回日本股関節学会
学 術 集 会（2015.10.31）
大阪

久保　宏介，宍戸　孝明，直井　俊祐，中里　俊亮，
臼井　里絵，石山　昌弘，西村　浩輔，上野　竜一，
佐野　圭二，山本　謙吾

8. 頚髄症患者の二次元歩行分析：数式処
理による歩行パターン解析の試み

第 42回日本臨床バイオ
メ カ ニ ク ス 学 会
（2015.11.13）東京

永井　太朗，髙橋　康仁，遠藤　健司，池上　　諒，
上野　竜一，山本　謙吾

9. 頚髄症患者の二次元歩行分析：数式処
理による歩行パターン解析の試み

厚生労働省科学研究費補
助金 難治性疾患政策研
究事業【脊柱靭帯骨化症
に関する調査研究】日本
医療研究開発機構費 難
治性疾患実用化研究事業
【脊柱靭帯骨化症の治療
指針策定および手術質を
高めるた大規模多施設研
究】【後縦靭帯骨化症の
病態解明・治療法開発に
関する研究】 平成 27 年
度第 2回合同 班会議
（2015.11.28）東京

永井　太朗，髙橋　康仁，遠藤　健司， 鈴木　秀和，
西村　浩輔，山本　謙吾，池上　　諒，上野　竜一
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健診予防医学センター

【教育】
「到 達 目 標」　予防医学的見地からの「健康医療」の重要性・「健康づくり」についての教育を行い，学生の意識と知識の向上

を図る。
「現 状 説 明」　これまでの経緯から，現業に留まり，学生教育や大学院生の教育は行われていない。
「点検・評価」　学生教育，大学院生教育は行われていない。
「改 善 方 策」　独立した講座制の導入。スタッフの充実。
「目標・改善方策の達成度」　0%
【研究】
「到 達 目 標」　予防医学に係る質の高い，斬新な情報を発信する。
「現 状 説 明」　当センター受診者の健診結果を解析した結果を，今までに日本体力医学会，日本成人病（生活習慣病）学会，日

本糖尿病学会，日本総合健診医学会などで発表した。また，平成 27年より唾液を用いた新たな癌健診システム
の研究に着手している。

「点検・評価」　学会発表した内容は肥満度，脂質異常，高血圧，糖代謝異常を中心としたいわゆるメタボリックシンドローム関
連のものが主体である。

「目標・改善方策の達成度」　 唾液を用いた新たな癌健診システムの研究は順調に検体数が確保できている。一部測定も開始した。
【診療】
「到 達 目 標」　効率的で迅速な質の高い，受診者が納得できる人間ドック体制の確立。
「現 状 説 明」　年間約 1.1万人・予約制の日帰り人間ドックで，午前に検査，午後に結果を基にした医師による面談を行い，生

活指導や医療機関の紹介を行っている。最終報告書は後日郵送にて 2～3週間後に送付。平成 28年より脈波検査，
頸動脈超音波検査，脳ドックを開始した。

「点検・評価」　各診療科・外部医師の協力により二重チェックを行っている検査（眼底・胸部レントゲン・上部消化管造影・乳
房レントゲン・胸部 CT）については，以前は結果判定に 2～3週間を要していたが，最近は 1週間前後と改善し
ている。

「改 善 方 策」　管理栄養士による栄養指導，歯科健診・胃内視鏡検査等の導入による内容の充実。
「目標・改善方策の達成度」　脈波検査，頸動脈超音波検査，脳ドックを導入した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　広く社会に予防医学的見地からの「健康」を広め，病気の早期発見からさらに一歩進んだ病気になりにくい「健

康社会」の推進に貢献すること。
「現 状 説 明」　ドック受診者への健康な身体づくりのアドバイスを行っている。また，一部の契約企業・当大学職員の特定健診・

特定保健指導を，保健指導室と連携して行っている。東京医科大学病院市民公開講座にも参加した。
「点検・評価」　癌・病気の早期発見，複数回受診者の生活習慣病の改善など，健康アドバイスの効果を認めているが，人間ドッ

ク・職員健診受診者に範囲がとどまっていたが，東京医科大学病院市民公開講座に参加した。
「改 善 方 策」　ホームページの充実，配布資料による疾病解説や予防の解説などの充実を図る。
「目標・改善方策の達成度」　東京医科大学病院市民公開講座にも参加した。

I.　著書
1.「図解　動脈硬化を予防する！　最新
治療と正しい知識」

日東書院，2015年 高沢　謙二（監：高沢　謙二）

2. 南山堂　医学大辞典 南山堂，第 20 版 660, 
2015年

高沢　謙二（編：秋沢　忠男，他）

II.　学術論文
A1. Older age is associated with greater cen-

tral aortic blood pressure following the 
exercise stress test in subjects with similar 
brachial systolic blood pressure

Heart Vessels. 2015 Aug 
21［Epub ahead of print］
（IF=2.293）

Kobayashi M,  Oshima K,  Iwasaki Y,  Kumai Y,  Avolio 
A,  Yamashina A,  Takazawa K

2. Prognostic signifi cance of dipping in 
olderhypertensive patients

Blood Press 24：103-110, 
2015（IF=2.02）

Bendzala M,  Kruzliak P,  Gaspar L,  Soucek M,  Mrdovic 
I,  Sabaka P,  Dukat A,  Gasparova I,  Malan L,  Takazawa 
K
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3. 大動脈局所脈波速度と大動脈脈波速
度との関係　各月例の正常および遺
伝性高コレステロール血症ウサギに
おける実験的検討

日本臨床生理学雑誌
45：141-149, 2015

勝田新一郎，狭間　章博，高沢　謙二

B1. Second derivative of photoplethysmogram Vasa-European Journal of 
Vascular Medicine 44：
3-4, 2015（IF=1.122）

Takazawa K

III.　学術刊行物
B1. 中心血圧 わかさ出版，わかさ 12

月号，2015
高沢　謙二

2. 特定健診（メタボ健診）について～ 
中央区の取り組み…がん検診を交え
て～

公益社団法人　中央区医
師会　中央区医師会雑誌
29：31-34, 2016

岩渕　篤敬

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. There are two diff erent pressures in three 

diff erent conditions
Chinese International con-
gress of Vascular Midicine
（2015.6.13）China

Takazawa K

国内学会
A1.「高血圧と動脈硬化指標」 日本高血圧学会総会

（2015.10.11）松山
高沢　謙二

2. 血圧波形から分かること　Look 
between the lines!

日本小児循環器学会
（2015.10.25）千葉

高沢　謙二

3. 血圧評価の大いなる問題点 日 本 臨 床 生 理 学 会
（2015.10.31）東京

高沢　謙二

4. 特定健診（メタボ健診）について～ 
中央区の取り組み…がん検診を交え
て～

平成 27年度　中央区医
師 会 学 術 講 演 会
（2016.2.1）東京

岩渕　篤敬

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 血圧評価の問題点と脈波記録の意義 循環器スキルアップセミ

ナー（2015.1.11）東京
高沢　謙二

2. 声に出して覚える心電図 心電図講習会ステップ
アップ（2015.2.14）東京

高沢　謙二

3. サタデープラス TBS テ レ ビ（2015.4.5）
（2015.4.4）大阪

高沢　謙二

4. 世界一受けたい授業 日本テレビ（2015.5.2）
（2015.5.2）東京

高沢　謙二

5. 血管健康　結局健診 朝日カルチャーセミナー
（2015.5.30）東京

高沢　謙二

6. 中心血圧発達の背景と意義 循環器スキルアップセミ
ナー（2015.6.28）東京

高沢　謙二

7. 声に出して覚える心電図 心電図講習会ステップ
アップ（2015.7.14）群馬

高沢　謙二

8. サタデープラス TBSテレビ（2015.8.15）
（2015.8.15）大阪

高沢　謙二

9. 血管健康　結局健診 朝日カルチャーセミナー
（2015.10.17）東京

高沢　謙二
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10. 声に出して覚える心電図 心電図講習会ステップ
アップ（2015.11.14）神
奈川

高沢　謙二

11. やわらかい血管で病を防ぐ 朝日カルチャーセミナー
（2015.11.14）神奈川

高沢　謙二

12. サタデープラス TBSテレビ（2015.12.12）
（2015.12.12）大阪

高沢　謙二

13. 羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日（2015.12.14）
（2015.12.14）東京

高沢　謙二

14.「声に出して覚える心電図」の手法を
生かした　虚血性心疾患，不整脈，心
不全等の診断と治療

循環器スキルアップセミ
ナー（2015.12.20）東京

高沢　謙二

渡航者医療センター

【教育】
「到 達 目 標」　医療関係者に卒前，卒後教育を通じて渡航医学の知識を提供し，海外渡航者への健康対策を習得させることを目

標とする。
「現 状 説 明」　医学生への教育としては 2年生の「微生物学」，4年生の「感染症」を担当し，その中で寄生虫感染症や渡航関

連感染症の講義を行った。研修医については感染制御部に配属となった初期研修医に渡航医学の講義を行った。
外部医療機関からの医療研修員も 3名受け入れた。また，2015年度から「渡航者医療学」として大学院を開講し，
1名の院生を受け入れた。

「目標・改善方策の達成度」　2015年は医学部学生の講義や医療研修員の受け入れ，大学院生の受け入れを行い，到達目標の
80%近くに達したものと考える。

【研究】
「到 達 目 標」　海外渡航者の健康問題に関する研究を行い，海外渡航者の健康対策を向上させることを目標にする。
「現 状 説 明」　感染症関係ではデング熱の予防対策に関する研究，ポリオワクチンや A型肝炎ワクチンの臨床研究を行った。

感染症以外では，高山病の研究を行ったとともに，2015年は海外勤務者の健康管理に関する研究費を獲得し，
この分野の研究も開始した。これらの研究を促進させるため，毎月 1回のリサーチカンファレンスを開催した。

「改 善 方 策」　引き続き研究成果を学会で積極的に発表するとともに，論文化をめざす。また，海外勤務者の健康管理に関する
研究を促進させる。

「目標・改善方策の達成度」　2015年は学会発表や論文の件数も増加しており，到達目標の 80%近くに達したものと考える。
【診療】
「到 達 目 標」　海外渡航者に総合的かつ専門的な診療を提供し，渡航医学の国内拠点になることを目標とする。
「現 状 説 明」　2015年は黄熱ワクチンの接種を開始した効果で，外来受診者数が増加し毎月 400名前後で推移した。診療内容

としてはワクチン接種が大多数を占めていたが，高山病外来や健診などの受診者も少なくなかった。また，海外
渡航者に総合的な診療を提供する体制を構築するため，メンタルヘルスの面での診療を開始した。また，企業の
赴任者とともに海外への留学生をターゲットにした広報を行う予定である。

「目標・改善方策の達成度」　2015年は受診者数が増加しており，到達目標の 70%近くに達したものと考える。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　社会に向けて渡航医学に関する情報提供や啓発活動を行い，渡航医学の普及に寄与することを目標とする。
「現 状 説 明」　当センターのホームページ上で海外医療情報を提供している。また，希望者にメルマガを毎月配送し最新の情報

提供を行っている（購読者数は 500名以上）。さらに，電子メールによる渡航者からの相談対応や，企業や旅行
業の健康管理担当者を対象にしたセミナーの定期開催を行っている。また，マスコミ関係の取材にも積極的に応
じ，渡航医学の普及に努めている。

「改 善 方 策」　海外の医療機関などと連携し，海外渡航中の健康管理対策を提供できる体制を構築する。
「目標・改善方策の達成度」　2015年は前年を越える情報提供，取材対応を行っており，到達目標の 80%近くに達したものと考

える。
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I.　著書
1. 今日の治療指針 2015・糸状虫症 医学書院，273-274, 2015 濱田　篤郎

（編：山口　　徹*，北原　光夫*，福井　次矢*）
2. 治療薬マニュアル 2015・寄生虫・原
虫用薬

医 学 書 院，1587-1600, 
2015

濱田　篤郎
（監：高久　文麿*，矢崎　義雄*）

3. まるわかりワクチン Q&A・髄膜炎菌 日本医事新報社，387-

389, 2015
栗田　　直，濱田　篤郎（編：中野　貴司*）

4. よくわかる予防接種のキホン・A型肝
炎ワクチン

中 外 医 学 社，270-278, 
2015

福島　慎二，濱田　篤郎
（編：庵原　俊昭*，寺田　喜平*）

5. 感染症予防必携・フランベジア 日本公衆衛生協会，496-

498, 2015
濱田　篤郎（編：岡部　信彦*）

6. 健康保険組合保健師活動指針・海外勤
務者の健康問題

健康保険組合連合会，
308-312, 2015

濱田　篤郎（編：健康保険組合連合会*）

7. 医療通訳と保健医療福祉・トラベルメ
デイスン～国際間の移動による健康
問題と医療対応

杏林書院，23-31, 2015 濱田　篤郎（編：李　　節子*）

8. 事例で学ぶ一般健診・特殊健診マニュ
アル・海外派遣労働者の健康診断

宇宙堂八木書店，62-68,  
2015

濱田　篤郎（編：圓藤吟史他*）

9. 救急医療における感染防御対策 医学書院，今日の治療指
針，120-121, 2015

水野　泰孝，山口　　徹*，北原　光夫*監修

10. 医学大辞典第 20版，マラリア，マラ
リア原虫，マラリア色素

南山堂，2352-2354, 2015 水野　泰孝

11. 今日の小児治療指針第 16版，マラリ
ア

医学書院，384-385, 2015 水野　泰孝
（編：水口　　雅*，市橋　　光*，崎山　　弘*）

II.　学術論文
A1. A Japanese study to assess immunogenic-

ity and safety of a typhoid Vi polysaccha-
ride vaccine

Vaccine 33. 6697-6702,  
2015（IF=3.624）

Miyazu M*,  Kikuchi H*,  Hamada A,  Fukushima S,  Ouchi 
K*,  Castells VB*,  Mihara H*,  Bonnet MC*

2. Evaluation of streptococcal toxic shock-

like syndrome acaused by groupB strepto-
coccus in adult in Japan between 2009 
and 2013

J Infect Chemother 21：
207-211, 2015（IF=1.425）

Ikebe T*,   Chiba K*,  Shima T*,  Masuda C*,  Okuno R*,  
Ohya H*,  Ogata K*,  kawahara R*. Tominaga K*,  Yahata J*,  
Tada Y, Okabe N*,  Watanabe H*,  Chang B*,  Ogawa M*,  
Ohnishi M and the Working group for beta-memolitic 
strptococci in Japan

3. Increased prevalence of group A strepto-
coccus isolates in streptococcal toxic 
shock syndrome cases in Japan from 2010 
to 2012

Epidemiol Infect 143；
864-872, 2015（IF=2.515）

Ikebe T*,  Tominaga K*,  Shima T*,  Okuno R*,  Kubota H*,  
Ogata K*,  Chiba K*,  Katskawa C*,  Ohya H*,  Tada Y, Okabe 
N*,  Watanabe H*,  Ogawa M*,  Ohanishi M* and the Woork-
ing Group for Beta-haemolytic streptococci in Japan

4. Epidemiological analysis of a large 
enterohaemorragic Escerichia coli O111 
outbreak in Japan associated with haemo-
litic uaremic syndrome and acute enceph-
alopathy

Epidemiol Infect 143；
2 7 2 1-2 7 3 2 ,  2 0 1 5
（IF=2.515）

Yahata Y*,   Misaki T*,  Ishida Y*,  Nagira M*,  Watahiki H*,  
Isobe J*,  Terajima J*,  Iyoda S*,  Mitobe J*,  Ohnishi M*,  Sata 
T*,  Tanigchi K*,  Tada Y, Okabe N* and E. Coli O111 Out-
break Investigation Team

5. シンガポール在留邦人のデング熱に
関する意識調査－当局による頻繁な
情報提供と教育活動は活かされてい
るのか ?

日本渡航医学会誌 9：
20-25

吉川みな子*，日暮　浩実*，濱田　篤郎

6. 日本国民を対象としたデング熱の対
策状況と知識レベルに関する調査

日本渡航医学会誌 9：
16-19

多田　有希，梅村　聖子，日暮　浩実*，濱田　篤郎

B1. Present situation and challenges of vacci-
nations for overseas travelers from Japan

J Infect Chemother 21：
405-409, 2015（IF=1.425）

Hamada A,  Fukushima S
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2. トラベラーズワクチンとしての A型
肝炎ワクチン

病原微生物検出情報 
36：10-11, 2015

福島　慎二，濱田　篤郎

C1. 当院を受診したデング熱の国内症例
の概要

病原微生物検出情報 
36：38-39, 2015

水野　泰孝，小林　勇人*，福島　慎二，中村　　造，
鈴木　　亮*，赤石　　雄*，濱田　篤郎

2. 精嚢の石灰化が確認されたビルハル
ツ住血吸虫の一例

Clinical Parasitology；
26：49-51, 2015

水野　泰孝，林　　尚子*，千種　雄一*

3. 著名な血小板減少を呈した三日熱マ
ラリアの家族内発症例

日本小児科学会雑誌 120
（1）：49-51, 2016

日馬　由貴*，小沢　綾子*，若林　太一*，秋山　直枝*，
瀬川　孝昭*，井田　博幸*，水野　泰孝

III.　学術刊行物
A1. トラベラーズワクチン 獣医畜産新報 68：252-

257, 2015
濱田　篤郎

2. 海外遠征時にみられる感染症とその
予防対策

日本臨床スポーツ医学会
誌 23：191-193, 2015

濱田　篤郎

3. 蚊に媒介される感染症とその対策 小 児 看 護 38：839-843, 
2015

梅村　聖子，濱田　篤郎

4. トラベルメディスンのススメ 新薬と臨床 64：784-788, 
2015

濱田　篤郎

5. 海外渡航後～海外から帰国後の患者
診療

救急医学 39：1502-1507, 
2015

栗田　　直，濱田　篤郎

6. トラベラーズワクチン ワクチンジャーナル 3：
16-21, 2015

福島　慎二，濱田　篤郎

7. 髄膜炎菌ワクチン 小 児 科 臨 床 65：2650-

2654, 2015
福島　慎二，濱田　篤郎

8. 看護師が押さえるべき予防接種の観
察点・ケアのポイント

日総研・こどもケア 9：
50-51, 2015

水野　泰孝

9. 輸入感染症の治療戦略 ヴァンメディカル・感染
と抗菌薬 18：5-10, 2015

水野　泰孝

10. 注目の感染症「ジカ熱」 医歯薬出版・MEDICAL 
TECHNOLOGY：44334-

44345, 2016

水野　泰孝

11. 疫病は警告する J.Seizon and Life Sci 25
（2）：95-99, 2015

濱田　篤郎

B1.「トラベルクリニック」で感染症 &病
気から身を守る

くらしとからだ 86：6-7, 
2015

濱田　篤郎

2. 渡航者医療～海外に行く人の健康管
理

元気がいいね 5・6月号， 
2015

濱田　篤郎

3. 渡航医学を知る 週刊朝日MOOK「名医」
の最新治療 16-17, 2015

濱田　篤郎

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Current situation of dengue fever in Japa-

nese expatriates in Manila and Singapore
Meeting of dengue surveil-
lance；Information-shar-
ing among asian countries 
for a better prepared region
（2015.10.2）東京

Hamada A

B1. THREE DIMENSIONAL ANALYSIS OF 
OXYGEN DISSOCIATION CURVE 
DURING LONG TERM POIKILICAP-
NIC HYPOXIA

The 19th International 
H y p o x i a  S y m p o s i u m
（2015.3 .3-8）Chateau 

Lake Louise Alberta Can-
ada

Masuyama S,  Kurita N,  Fukushima S,  Hamada A
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2. ARE ALL PULSE OXIMETERS RELI-
ABLE AT SEVERE HYPOXIC CONDI-
TION?

The 19th International 
H y p o x i a  S y m p o s i u m
（2015.3 .3-8）Chateau 

Lake Louise Alberta Can-
ada

Kurita N,  Masuyama S,  Fukushima S,  Hamada A

3. Immunogonecity of booster doses of the 
inactivated polio vaccine among Japanese 
adult travelers

The 14th Conference of the 
International Society of 
T r a v e l  M e d i c i n e
（2015.5.24-28）Quebec 

City, Canada

Fukushima S,  Hamada A,  et al

4. Japanese country report　2014-2015 UIAA medical commission 
2015, Kalymnos Italy

Masuyama S

5. Multidrug-Resistant Organism Infection 
Acquired Overseas：A Prospective Study 
in Japanese Travelers

Interscience Conference of 
Antimicrobial Agents and 
C h e m o t h e r a p y 
（ 2 0 1 5 . 9 . 1 7-2 1） S a n 

Diego, CA

Mizuno Y,  Yamaguchi T*,  Matsumoto T

6. Immunogenicity of Booster Vaccination 
with an Aluminum-absorbed Hepatitis A 
Vaccine after Primary Immunization with 
Japanese Aluminum-free Hepatitis A Vac-
cine

9th Vaccine & ISV Annual 
Global Congress 2015
（2015.10.18-20）Souel, 
Korea

Fukushima S,  Hamada A,  et al

国内学会
A1. 渡航歴のある小児の対応 第 6回海外渡航者のプラ

イ マ リ ケ ア 講 習 会
（2015.1.17）東京医科大
学病院

水野　泰孝

2. 海外から帰国した患者のプライマリ
ケア

小金井市医師会講演会
（2015.3.9）小金井市医師
会館

水野　泰孝

3. 教育講演「グローバル感染症の脅威」 平成 26年度東京都衛生
検査所精度管理講習会
（2015.3.25）東京

濱田　篤郎

4. シンポジウム「国際化社会における在
外邦人と在日外国人の医療と健康危
機管理」～企業の海外派遣者に提供す
る新たな健康危機管理システム

第 29回日本医学会総会
（2015.4.11）京都

濱田　篤郎

5. シンポジウム「職場の感染症対策」～
熱帯感染症の予防対策

第 88回日本産業衛生学
会（2015.5.13）大阪

濱田　篤郎

6. 高所滞在と高山病 2015年度日本登山医学
会講習会（2015.5.16）宇
都宮

増山　　茂

7. シンポジウム「感染症の危機管理」～
グローバル感染症の脅威～なぜ感染
症の世界的流行がふえているのか

第 24回日本危機管理学
会年次総会（2015.5.23）
東京

濱田　篤郎

8. 医療関連感染対策とワクチン 第 25回静岡感染症セミ
ナー（2015.5.30）静岡済
生会総合病院

水野　泰孝
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9. 海外旅行で注意すべき感染症 日本感染症学会市民公開
講座「デング熱からあな
たの身を守るために」
（2015.6.7）東京

濱田　篤郎

10. 渡航関連感染症の基礎知識 日本医薬品卸勤務薬剤師
会　 継 続 研 修 会
（2015.6.18）大宮ソニッ
クシティビル

水野　泰孝

11. 輸入感染症の基礎知識と感染対策　
～デング熱を中心として～

気になるシリーズ Sum-
mer in 渋谷（2015.6.21）
シオノギ製薬東京支店

水野　泰孝

12. 教育講演「海外渡航者へのワクチン接
種」

第 5回多摩小児プライマ
リケア研究会（2015.6.27）
東京

濱田　篤郎

13. ランチョンセミナー「最近の海外感染
症」

第 45回日本病院薬剤師
会関東ブロック学術大会
（2015.8.2）筑波

濱田　篤郎

14. ワクチンの症例検討およびディス
カッション

第 3回感染症専門医審議
委員会主催「感染症サ
マ ー ス ク ー ル 2015」
（2015.8.7）東京

濱田　篤郎

15. デング熱・チクングニヤ熱 小金井市・国分寺市医師
会 合 同 学 術 講 演 会
（2015.9.1）小金井市医師
会館

水野　泰孝

16. 海外渡航する小児へのワクチン接種 第 5回　渋谷区医師会予
防接種部門定期講習会
（2015.9.15）渋谷区医師
会

水野　泰孝

17. 高所居住民の慢性低酸素環境への遺
伝子的適応

2015年度日本登山医学
会 講 習 会（2015.11.15）
東京

増山　　茂

18. ランチョンセミナー「国際協力で海外
に滞在する者の健康管理」

第 30回日本国際保健医
療 学 会 学 術 集 会
（2015.11.22）金沢

濱田　篤郎

19. 海外勤務健康管理指導者認定研修会
講演「海外勤務者の感染症対策」

第 63回日本職業・災害
医 学 会 学 術 大 会
（2015.11.23）東京

濱田　篤郎

20. 日本でも注意が必要な海外感染症 日本小児科医会　予防接
種・海外渡航合同研修会
（2015.12.6）東京医科大
学病院

水野　泰孝

B1. 海外で動物咬傷にあった小児の検討 第 118回日本小児科学会
学術集会（2015.4.17-19）
大阪

福島　慎二

2. 日本人渡航者の海外における多剤耐
性菌感染状況

第 89回日本感染症学会
総 会・ 学 術 講 演 会
（2015.4.17）京都

水野　泰孝，山口　哲央，松本　哲哉

3. 高度な低酸素環境下におけるパルス
オキシメータの信頼性

第 35回日本登山医学会
学術集会（2015.5.23-24）
高松

栗田　　直，増山　　茂，福島　慎二，濱田　篤郎
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4. 高度な低酸素環境下におけるパルス
オキシメータの信頼性

第 35回日本登山医学会
学術集会（2015.5.24）香
川

栗田　　直，福島　慎二，濱田　篤郎，他

5. チフス性疾患に対するアジスロマイ
シン注射薬の効果

第 63回日本化学療法学
会総会（2015.6.5）東京

水野　泰孝，佐藤　昭裕，中村　　造，福島　慎二，
松本　哲哉

6. ビルハルツ住血吸虫とマンソン住血
吸虫が重複感染した事例

第 26回日本臨床寄生虫
学会大会（2015.6.20）宇
都宮

水野　泰孝，林　　尚子*，千種　雄一*

7. 東京医科大学病院・渡航者医療セン
ターにおける小児への黄熱ワクチン
接種状況

第 19回日本渡航医学会
学術集会（2015.7.25）東
京

大野ゆみ子，福島　慎二，濱田　篤郎，他

8. A型ワクチンの互換性に関する研究 第 19回日本渡航医学会
学術集会（2015.7.25）東
京

福島　慎二，濱田　篤郎，他

9. 異言語環境でのオールインワン診療
コミュニケーションサポートアプリ
の開発

第 19回日本渡航医学会
学術会議（2015.7.26）東
京

長崎　聡子*，福島　慎二　増山　　茂

10. 高度な低酸素環境下におけるパルス
オキシメーターの信頼性

第 19回日本渡航医学会
学術会議（2015.7.26）東
京

栗田　　直，福島　慎二，大野ゆみ子，梅村　聖子，
増山　　茂，濱田　篤郎

11. 日本国民に対するデング熱に関する
意識調査

第 19回日本渡航医学会
学術集会（2015.7.26）東
京

多田　有希，福島　慎二，濱田　篤郎，他

12. シンガポール在留邦人のデング熱に
関する意識調査　その 1

第 19回日本渡航医学会
学術集会（2015.7.26）東
京

梅村　聖子，福島　慎二，濱田　篤郎，他

13. シンガポール在留邦人のデング熱に
関する意識調査　その 2

第 19回日本渡航医学会
学術集会（2015.7.26）東
京

吉川みな子*，濱田　篤郎，他

14. 航空機内における小児の救急症例の
検討

第 19回日本渡航医学会
学術集会（2015.7.26）東
京

佐藤菜保子*，福島　慎二，濱田　篤郎，他

15. 日本小児科医会「子どもの海外渡航」
研修会の概要

第 19回　日本渡航医学
会学術集会，2015.7.26，
東京

水野　泰孝，岡田　純一*，進藤　静生*

16. 大学病院における小児への黄熱ワク
チン接種状況

第 47回日本小児感染症
学 会 学 術 集 会
（2015.10.31-11.1）福島

福島　慎二

17. 高度な低酸素環境下におけるパルス
オキシメータの信頼性

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

栗田　　直，濱田　篤郎，他

18. A型肝炎ワクチンの互換性研究～エイ
ムゲンと HAVRIX～ 20例の検討

第 19回日本ワクチン学
会学術集会（2015.11.14）
犬山

福島　慎二，濱田　篤郎，他

19. 海外派遣者への健康管理対策の現状 第 63回日本職業・災害
医 学 会 学 術 大 会
（2015.11.22）東京

栗田　　直，濱田　篤郎，他

20. 日本国民のデング熱予防に関する実
態調査

第 56回日本熱帯医学会
大会（2015.12.6）大阪

濱田　篤郎，他
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V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 病院の実力　東京医科大学病院渡航
者医療センター　登山者高山病外来

夕刊フジ（2015.2.18） 増山　　茂

2. 劇症型 A群溶連菌感染症 夕刊フジ（2015.2.19） 水野　泰孝
3.「デング熱　今年も警戒」 山形新聞（2015.4.27） 濱田　篤郎
4.「蚊の活動期，デング熱警戒を」 山口新聞（2015.4.29） 濱田　篤郎
5. 海外に半年以上滞在した人，半数が多
剤耐性菌に感染

読売新聞（2015.5.8） 水野　泰孝

6. 中高年の登山万全に 河北新報（2015.5.21） 増山　　茂
7. 夏山登山の安全性 大分合同新聞（2015.5.26） 増山　　茂
8. 中高年に人気　夏山登山 茨城新聞（2015.6.1） 増山　　茂
9. 韓国で感染者の出たMERSについて フジテレビ「特ダネ」

（2015.6.4）
濱田　篤郎

10. 感染ウイルス，日本の防疫について 東京MXテレビ「モーニ
ング CROSS」（2015.6.5）

濱田　篤郎

11.「韓国のMERS　現状と対策は」 NHK総合テレビ「ニュー
スウオッチ 9」（2015.6.8）

濱田　篤郎

12.「韓国で流行しているMERSについて」 日本テレビ「news.every」
（2015.6.9）

濱田　篤郎

13.「感染症の危機意識を高めよ」 日刊工業新聞（2015.6.9） 濱田　篤郎
14.「危険生物スペシャル　パート 2～ネ
コにひっかかれ命の危機」

日本テレビ「ザ！世界仰
天ニュース」（2015.6.10）

濱田　篤郎

15. 登山前にトレーニングを　増山茂国
際登山医学会副会長に聞く

山陽新聞（2015.6.10） 増山　　茂

16. 備えあれば憂いなし 福島民報　情報ナビ　
Time（2015.6.11）

増山　　茂

17. 夏山登山：完全準備で安全に 岐阜新聞（2015.6.14） 増山　　茂
18.「MERSについて」 フジテレビ「特ダネ」

（2015.6.16）
濱田　篤郎

19.「MERSについて」 フジテレビ「特ダネ」
（2015.6.17）

濱田　篤郎

20.「忍び寄るMERS」 日 本 経 済 新 聞 
（2015.6.19）

濱田　篤郎

21. 中高年登山，注意点は ? 山形新聞（2015.6.21） 増山　　茂
22.「狂犬病の診断・治療・予防」 ラジオ NIKKEI「感染症

TODAY」（2015.7.1）
濱田　篤郎

23.「注意したい夏休みの海外旅行」 産経新聞（2015.7.21） 濱田　篤郎
24.「重要です！感染症対策」 情報ナビ Time（2015.7.23） 濱田　篤郎
25. 楽しい登山　準備万全に 静岡新聞（2015.7.29） 増山　　茂
26. 夏休みの海外旅行，最も恐いのは「あ
の病気」

東 洋 経 済 ONLINE
（2015.8.2）

濱田　篤郎

27. 除菌と感染症の最新知識 週刊新潮（2015.8.6） 水野　泰孝
28.「MERS」 夕刊フジ（2015.8.20） 濱田　篤郎
29.「国内感染今季ゼロ」 日本経済新聞（2015.11.7） 濱田　篤郎
30. ジカ熱について TBS-CS放送　ニュース

バード（2016.2.4）
水野　泰孝
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中 央 検 査 部

III.　学術刊行物
B1. 18誘導心電図があると聞きました．
どのような誘導でしょうか ?また，ど
のように臨床に応用されているので
しょうか ?

医学書院，臨床検査 50
（7）：710-713, 2015

尾形　申弐

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 認定心電検査技師に必要なMEの基礎
知識

日本臨床衛生検査技師会
認定センター　平成 27
年度認定心電検査技師認
定 試 験 対 策 研 修 会
（2015.10.4）東京

尾形　申弐

2. 認定心電検査技師に必要なMEの基礎
知識

日本臨床衛生検査技師会
認定センター　平成 27
年度認定心電検査技師認
定 試 験 対 策 研 修 会
（2015.10.10）宮城

尾形　申弐

3. みんなどうしてる ??精度管理（定量・
定性編）

東京都臨床検査技師会　
臨床検査情報システム研
究班研修会（2015.10.28）
東京

早川　瑞穂

4. 認定技師資格取得の実態と推奨　
～臨床検査医学を専攻する医師との
協力体制～

第 62回日本臨床検査医
学会（2015.11.19）岐阜

上道　文昭

B1. 全自動遺伝子検査装置 GeneXpretSys-
temによる血液培養ボトルからのグラ
ム陽性球菌の迅速同定の比較検討

第 26回日本臨床微生物
学会総会（2015.1.31）東
京

井村留美子，渡邊　由紀，梅田　綾香，三浦　悠里，
吉住　尚子

2. 血液培養より Helicobacter属が検出さ
れた一例

第 26回日本臨床微生物
学会総会（2015.2.1）東
京

大森　菜実，渡邊　由紀，井村留美子，梅田　綾香，
三浦　悠里，吉住　尚子

3. 血液培養と尿より同一の Aerococcus
属が検出された一例

第 26回日本臨床微生物
学会総会（2015.2.1）東
京

梅田　綾香，渡邊　由紀，井村留美子，三浦　悠里，
吉住　尚子

4. 新生児への輸血における小容量分離
バッグの利用と運用

第 63回日本輸血・細胞
治療学会（2015.5.28）東
京

久野　浩史，長岡　香奈，新井　幸子，高橋かおり，
市川喜美子，須永　和代，福武　勝幸

5. APTT交差混合試験の標準化への試み
（多施設への展望と普及への課題）：コ
アプレスタミキシングテスト研究会
結果報告（第 4報）

日本検査血液学会学術集
会 （2015.7.11）愛知

菊地　　茂，上道　文昭，鈴木　隆史，福武　勝幸

6. 当院における条件付きMRI対応ペー
スメーカ患者の撮影経験と課題

第 30回不整脈学科学術
大会（2015.7.30）京都

境田　知子，五関　善成，寶田　　顕，齋藤　由佳，
矢崎　義直，尾形　申弐，山科　　章

7. 胸水貯留により植込型ループレコー
ダの心電図記録波形が低電位を示し
た症例

第 30回不整脈学科学術
大会（2015.7.31）京都

境田　知子，五関　善成，齋藤　由佳，寶田　　顕，
矢崎　義直，尾形　申弐，山科　　章

8. ADVIA Centaur XP全自動化学発光免
疫測定装置を用いた性腺 /下垂体ホル
モンの基礎的検討

日本臨床検査自動化学会
第 47回大会（2015.10.9） 
神奈川

早川　瑞穂，林　茉裕子，鈴木　尚子，島田　憲二，
上道　文昭，萩原　　剛，鈴木　隆史，福武　勝幸
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9. 尿中ヒト L型脂肪酸結合蛋白測定試
薬「ノルディア L-FABP」の基礎的検
討

日本臨床検査自動化学会
第 47回大会（2015.10.10）
神奈川

高橋　  悟，鈴木　尚子，上道　文昭，萩原　　剛，
鈴木　隆史，福武　勝幸，三輪　　隆，小田原雅人

10. 新生児への輸血における小容量分離
バッグの利用と運用

第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

久野　浩史，市川喜美子，須永　和代，上道　文昭，
福武　勝幸

11. 尿素窒素試薬 Lタイプワコー UN・V
の基礎的検討

第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

鈴木　  悠，滝沢いずみ，高橋　　悟，岡野　理恵，
上道　文昭，萩原　　剛，鈴木　隆史，福武　勝幸

12. セフトリアキソン（CTRX）による偽
結石症

画論 The Best Image2015
（2015.12.13）東京

木藤　浩世

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 新渡戸文化短期大学 “病院実習前心
得”

新渡戸文化短期大学
（2015.2.9）東京

上道　文昭

2. 新病院での検査室構想 US-VITROS　SUMMIT
（オーソ・クリニカル・
ダイアグノスティックス
（株）（2015.7.21）USA

上道　文昭

3. 検査室構築と ISO15189 Sysmex 社 内 研 修 会
（2015.8.25）東京

上道　文昭

4. 病院検査部のマネジメント・運営に関
する現状・将来の課題

Sysmex 社 内 研 修 会
（2015.12.4）兵庫

上道　文昭

5. 新たな ITソリューション企画に関し
て

Sysmex 社 内 研 修 会
（2015.12.4）兵庫

上道　文昭

6. 検査室構築と ISO15189 エーディア社内研修会
（2015.12.10）東京

上道　文昭

薬 剤 部

I.　著書
1. 褥瘡ガイドブック第 2版 照林社，2015 褥瘡学会，関根　祐介，他

II.　学術論文
A1. Assessment of Cancer-Related Fatigue, 

Pain, and Quality of Life in Cancer 
Patients at Palliative Care Team Refer-
ral：A Multicenter Observational Study 
（JORTC PAL-09）

PLOS one 2015 Aug 5；10
（8）

Iwase S*,  Iwase S*,  Kawaguchi T*,  Tokoro A*,  Yamada K,  
Kanai Y*,  Matsuda Y*,  Kashiwaya Y*,  Okuma K*,  Inada S*,  
Ariyoshi K*,  Miyaji T*,  Azuma K,  Ishiki H*,  Unezaki S*,  
Yamaguchi T*

2. 褥瘡予防・管理ガイドライン（第 4版） 日本褥瘡学会誌 17（4）：
487-557, 2015

門野　岳史*，古田　勝経*，永井　弥生*，加納　宏行*，
関根　祐介，野田　康弘*，溝神　文博*，片岡ひとみ*，
中川ひろみ*，田中　克己*，大安　剛裕*，倉繁　祐太*，
仲上豪二朗*，真壁　　昇*，関根　里恵*，高崎　美幸*，
芳野　憲司*，遠藤　隆之*，日高　正巳*，前重　伯壮*，
窪田　浩平*，森田　智之*，大桑麻由美*，宮嶋　正子*，
野口まどか*，木下　幸子*，祖父江正代*，松井　優子*，
室岡　陽子*，石田　陽子*，須釜　淳子*，立花　隆夫*，
井上　雄二*，尹　　浩信*，日本褥瘡学会教育委員会
ガイドライン改訂委員会

III.　学術刊行物
B1. ベッドサイドで活用できる簡便なバ
ンコマイシンの初期投与設計

医薬ジャーナル社，医薬
ジャーナル 52, 2, 2016

古見　嘉之
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2. ヘルペスウイルス感染症－単純ヘル
ペス脳炎を中心に－

小 児 内 科 47（4）：558-

562, 2015-4
河島　尚志，小穴　信吾，濵田　泰子

3. 中毒診療と多職種連携 救 急 医 学 39（7）：850-

854, 2015
添田　　博

4. バンコマイシンの初期投与設計や血
中濃度に基づく投与量の調節にいは
コツがあるってホント ?

medicina 52（6）：947-951, 
2015

添田　　博

5. 薬局・薬剤師に求められる在宅・医療
連携・トリアージの実践

調 剤 と 情 報 21（1）：
10-22, 2015

遠矢純一郎，今永　光彦，添田　　博

6. わかりやすい薬剤情報提供のための
写真 /服薬指導 CD-ROM〈2015年 3
月版〉

じほう，2015 明石　貴雄，前　　　彰，鮎原　秀明，他 26名

7. わかりやすい薬剤情報提供のための
写真 /服薬指導 CD-ROM〈2015年 9
月版〉

じほう，2015 明石　貴雄，前　　　彰，鮎原　秀明，他 26名

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. The development of ‘pharmaceutical’ 

clinical reasoning workshop for hospital 
pharmacist

FIP Wor ld  Congress
（2015.10.1）デュッセル
ドルフ

Azuma K,  Kawaguchi T*,  Soeda H,  Imai T*,  Usui H*,  
Iwai M*,  Takahashi R*,  Kishida N*,  Shibata Y*,  Kogure S*,  
Kitahara K*,  Ogue S*,  Tokuda Y*,  Minagawa N*,  Akashi T

2. 乳がん患者の服薬カウンセリングに
対する選好傾向

第 53 回 癌 治 療 学 会
（2015.10.30）京都

東　加奈子，川口　　崇*，山口　拓洋*，金子亜希子，
北野　安紀，宮松　洋信，茂木小百合，鮎原　秀明，
田中　奈央*，岩瀬　　哲*，山田　公人，松永　忠東*，
竹内　裕紀*，畝崎　　榮*，明石　貴雄

国内学会
A1. 薬剤師のための臨床推論 都立病院関連施設薬剤師

会 薬 剤 業 務 研 究 会
（2015.1.22）T&Tビル

東　加奈子

2. 症例から学ぼうショックの輸液管理 第 25回日本医療薬学会
（2015.11.22）横浜

添田　　博

B1. 薬剤師の視点でみる創傷被覆材 すみだ在宅薬物療法研究
会（2015.2.1）東京

関根　祐介

2. 擦式アルコールゲル状手指消毒剤の
導入がMRSA検出率に及ぼす影響

第 30回　日本環境感染
学会学術集会（2015.2.21）
神戸

添田　　博

3. 薬学的臨床推論研修への取り組み 第 25回 日本医療薬学会
（2015.2.22）横浜

川口　　崇*，東　加奈子，今井　　徹*，岩井　　大*，
臼井　浩明*，小久江伸介*，北原加奈之*，小暮　宗介*，
添田　　博，平井　浩二*，高橋　　良*，岸田　直樹*，
柴田　喜幸*，徳田　安春*，源川　奈穂*，明石　貴雄

4. インスリン使用患者における医療費
に対する意識調査

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

坂倉　圭一，志熊　淳平，加藤　紀和，飯島　康弘，
伊賀　千夏，佐野　陽子，岩崎　美佳，平田　大氣，
金澤　　昭，三輪　　隆，田中　彰彦*，小田原雅人，
明石　貴雄

5. 糖尿病患者に対する血糖測定時の穿
刺痛比較（指先部・指球部・腹壁）

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

三上祐理香，天野　珠美，市川　絵理，関根　彩子，
坂倉　圭一，志熊　淳平，八波　智美，鎌田智恵子，
小田原雅人

6. HIV感染症患者における意思決定の葛
藤と患者背景の関連に関する検討

第 160回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

石田　恵美*，川口　　崇*，竹内　裕紀*，畝崎　　榮*，
関根　祐介，東　加奈子，添田　　博，明石　貴雄，
山口　拓洋*，天野　景裕，福武　勝幸



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌512S

7. 医薬情報室における質疑応答とプレ
アボイド事例に関する情報の共有化
への取り組み

第 18回日本医薬品情報
学会学術大会（2015.6.27）
岡山

伊賀　千夏，藤瀬　 遥，鮎原　秀明，前　　　彰，
明石　貴雄

8. 褥瘡治療における薬剤師の役割 帝京薬学会（2015.7.26）
東京

関根　祐介

9. HIV感染症患者における薬剤師の服薬
カウンセリング効果～意思決定に際
する葛藤を指標として～

日本病院薬剤師関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1）茨城

関根　祐介

10. 新たな軟膏剤の分類　機能性添加剤
の役割について

第 17回日本褥瘡学会学
術集会（2015.8.29）宮城

笹津　備尚*，関根　祐介，入澤　亮吉，廣瀬　香織*，
松本和佳奈*，奥山　　清*，明石　貴雄，坪井　良治，
大西　　啓*

11. 新たな軟膏剤の分類　カデキソマー・
ヨウ素とポピドンヨード・シュガーの
機能性添加剤比較

第 17回日本褥瘡学会学
術集会（2015.8.29）宮城

関根　祐介，入澤　亮吉，笹津　備尚*， 藤瀬　　遥，
田代　吾子，帶刀　朋代，藤井　志布，小嶋　麻里，
大西　　啓*，明石　貴雄，坪井　良治

12. 褥瘡予防・管理ガイドラインシンポジ
ウム　外用剤・ラップ療法

第 17回日本褥瘡学会学
術集会（2015.8.30）宮城

関根　祐介

13. 注射部位の変更により血糖コント
ロールが改善した一例

第 4回日本くすりと糖尿
病 学 会 学 術 集 会
（2015.9.26）新潟

伊賀　千夏，坂倉　圭一，明石　貴雄

14. 服薬カウンセリングに対する支払意
思に関する研究

第 25回日本医療薬学会
（2015.11.21）横浜

東　加奈子，川口　　崇*，山口　拓洋*，佐野　陽子，
下平　智秀，鳥居　綾子，鮎原　秀明，山田　裕理，
岩瀬　　哲*，山田　公人，松永　忠東*，竹内　裕紀*，
畝崎　　榮*，明石　貴雄

15. 外来化学療法センターにおけるがん
患者スクリーニングを用いた患者情
報収集

第 25回日本医療薬学会
（2015.11.21）横浜

宮松　洋信，東　加奈子，鮎原　秀明，宮里　明芽，
夏目　真紀，川島美由紀，鈴木　康予，明石　貴雄

16. 東京医科大学病院におけるドルテグ
ラビルの使用状況と有害事象につい
て

第 29回日本エイズ学会
学 術 集 会（2015.11.30）
東京

関根　祐介，平野　智理，冨樫　英晶，金子亜希子，
明石　貴雄，中村　　造，水野　泰孝，鈴木　隆史，
山元　泰之，天野　景裕，福武　勝幸

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 優秀演題賞 第 25回日本医療薬学会

（2015.11.22）パシフィコ
横浜

東　加奈子

放 射 線 部

I.　著書
1. 超音波エキスパート 15：頚部エコー
のスクリーニングとステップアップ
ガイド．5章 その他の疾患

医 歯 薬 出 版，106-118, 
2015

河本　敦夫（編：来住野　修*，高梨　　昇*）

II.　学術論文
A1. Ultrasonographic appearance of infusion 

via the peripheral intravenous catheters
Nursing Engineering 2
（1）：20-46, 2015

Yabunaka K*,  Murayama R*,  Takahashi S*,  Tanabe H*,  
Kawamoto A,  et al

D1. 超音波部門における DICOM Q/R
（query and retrieve）を利用したシステ
ムの構築

医 療 情 報 学 35：1226-

1227, 2015
河本　敦夫，石井　克也，青木　淑子，石引いずみ，
植草こずえ
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III.　学術刊行物
B1. SONIALVISION safi reシリーズの Clin-

ical Application SLOT画像より得られ
た全脊椎矢状面アライメント計測

SHIMADZU・MEDICAL 
NOW 78：11, 2015

遠藤　健司，沼尻　光一，羽染　敏夫，鶴田　恭央，
石上　信雄，岩崎　由和，古村さやか，星川　　恵，
井手　稚晴，大島　令衣，内田　裕介，渡辺　　満，
日向　伸哉

2. 最新放射線治療のテクニック　消化
器癌（食道，膵臓を中心に）の放射線
治療

産業開発機構株式会社，
638-642, 2015

筑間晃比古

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Diagnostic Performance of a Ultrafast 

Gamma Camera System as Studied by a 
Multi-center Registry

European society of cardi-
ology（2015.8.29）Lon-
don

Goto K*,  Chikamori T,  Hida S,  Miyagawa M*,  Ishimura 
H*,  Uchida K,  Fukuyama T*,  Mochizuki T*,  Yamashina A

国内学会
A1. 診療放射線技師基礎技術講習「放射線
治療」

日本診療放射線技師会
（2015.2.1）東京

筑間晃比古

2. 骨関節の画像診断のポイント（4） 第 22回東京都柔道整復
師会画像学術研修会
（2015.3.22）東京

吉田　和則

3. 精巣の超音波検査 超音波からのメッセージ
第 23 話（2015.5.13） 東
京

河本　敦夫

4. 放射化物の取り扱い 日本放射線技術学会第
69回東京支部春期学術
大会（2015.5.16）東京

筑間晃比古

5. 一般撮影領域における読影力のスキ
ルアップについて

第 69回日本放射線技術
学 会 春 期 学 術 大 会
（2015.5.18）東京

吉田　和則

6. 超音波教育の現在・過去・未来：技師
教育と検査士育成（検査士の立場か
ら）

第 88回日本超音波医学
会（2015.5.23）東京

河本　敦夫

7. 脊椎の撮影技術と画像診断（読影編） 第 95回日本放射線技術
学会東京支部技術セミ
ナー（2015.6.7）東京

吉田　和則

8. 頚部エコーのあ・れ・こ・れ 第 240回超音波画像研究
会（2015.6.10）東京

河本　敦夫

9. FFFビームの放射線管理 第 96回日本放射線技術
学会東京支部セミナー
（2015.6.27）東京

筑間晃比古

10. 救急医療における放射線部門の役割 平成 27年度全国自治体
病院協議会（2015.7.3）
東京

吉田　和則

11. チーム医療の推進と診療放射線技師
の役割

平成 27年度医療研修推
進財団診療放射線技師新
人研修会（2015.7.18）東
京

吉田　和則

12. 指導検査士レクチャー：血尿評価時の
ポイント

GE ultrasound clinical 
forum 2015（2015.8.2）
東京

河本　敦夫
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13. 超音波でみる肝腫瘤 国立病院機構平成 27年
度政策医療班「US Link」
（2015.8.7）東京

河本　敦夫

14. 外傷における FAST：概論 国立病院機構平成 27年
度政策医療班「US Link」
（2015.8.7）東京

河本　敦夫

15. 放射線治療に関わる法令管理 東海放射線腫瘍研究会第
38 回 技 術 部 会
（2015.8.22）岐阜

筑間晃比古

16. 急性疾患ア・ラ・カルト I～急性腹部
画像所見を学ぶ～「胆石症」

公益社団法人東京都診療
放射線技師会第 14回サ
マーセミナー（2015.8.29）
東京

岡本　淳一

17. FFFビームの放射線管理 第 100回日本放射線技術
学会東京支部セミナー
（2015.10.31）東京

筑間晃比古

18. イメージリーディングセッション
2015「この症例をどう撮るか，どう読
むか ?」

第 27回日本超音波医学
会関東甲信越地方会
（2015.11.15）東京

河本　敦夫

19.「ティーチングファイル－ここがポイ
ント－」ASOってなに ?病態から治
療まで　Angio編

公益社団法人東京都診療
放射線技師会第 3地区研
修会（2015.11.19）東京

松本　　亘

20.「ティーチングファイル－ここがポイ
ント－」ASOってなに ?病態から治
療まで　CT編

公益社団法人東京都診療
放射線技師会第 3地区研
修会（2015.11.19）東京

平瀬　繁男

21. マルチモダリティシンポジウム 第 34回日本放射線技術
学会東京支部秋期学術大
会（2015.11.28）東京

岡崎　憲吾

22. 撮影技術の解析と画像診断（読影編） 第 205回日本放射線技術
学会東京支部技術フォー
ラム（2015.12.3）東京

吉田　和則

B1. 心臓MRI入門編 循環器画像技術研究会　
第 306 回 定 例 会
（2014.6.21）東京

荒木　洋一

2. 術前 3D-CTを使用した TKA手術にお
ける適正な脛骨前後軸決定の検討

第 45回日本人工関節学
会（2015.2.27-28）福岡

久保　宏介，宍戸　孝明，森島　　満，横山　　剛，
加藤　大輔，山本　謙吾

3. Hyperechoic Medulla（腎髄質高輝度）
の一例

第 23回城西超音波画像
検討会（2015.3.6）東京

鬼塚紗矢香*，河本　敦夫，石井　克也，青木　淑子，
石引いずみ，植草こずえ，木藤　浩世，井上　瑠美

4. Cam Type FAI（Femoroacetabular 
impingement）診断のための CTによ
る股関節前上方の評価

第 71回日本放射線技術
学 会 総 会 学 術 大 会
（2015.4.16-19）横浜

横山　　剛，加藤　大輔，大島　令衣，日向　伸哉，
久保　宏介，宍戸　孝明，山本　謙吾，赤田　壮一，
徳上　公一

5. Usefulness of SPECT/CT for Fusion 
image of Perfusion Lung Scan in Patients 
with Pulmonary Hypertension

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.24）大
阪

Otaki Y,  Chikamori T,  Suzuki K,  Hida S,  Uchida K,  
Hakamada D,  Watanabe M,  Yoshimura M,  Ogino H,  
Yamashina A

6. 体表超音波精度管理ファントムの開
発と普及

第 34回日本乳腺甲状腺
超音波医学会学術集会
（2015.5.23）東京

桜井　正児*，河本　敦夫，鶴岡　雅彦*，松原　　馨*，
小柳　紀子*，小穴菜緒美*，青木　淑子，他 3名

7. 乳腺超音波検査における画像評価と
新考案の個別 Hands-on講習の効果に
ついて

第 34回日本乳腺甲状腺
超音波医学会学術集会
（2015.5.23）東京

中川美名子*，白井　秀明*，尾羽根範員*，河本　敦夫，
他 4名
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8. Cam Type FAI（Femoroacetabular 
impingement）診断のための CTによ
る大腿骨頚部骨形態の評価

第 35回日本骨形態計測
学会（2015.6.4-6）札幌

横山　　剛，宍戸　孝明，森島　　満，久保　宏介，
香取　庸一，山本　謙吾，加藤　大輔，大島　令衣，
日向　伸哉，赤田　壮一，徳上　公一

9. Spinal alignment measurement-The radio-
graphic method to analyze Hip-Spine 
Syndrome

第 95回日本放射線技術
学会東京支部セミナー
（2015.6.7）東京

横山　　剛

10. 偽結石症の一例 第 24回城西超音波画像
検討会（2015.6.24）東京

木藤　浩世，河本　敦夫，井上　瑠美，石井　克也，
青木　淑子，石引いずみ，植草こずえ

11. 肺高血圧患者における SPECT/CT融
合画像を用いた肺血流シンチグラ
フィの有用性

第 83 回日本核医学会　
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.7.11）東京

大滝　裕香，近森大志郎，肥田　　敏，渡邉　雅貴，
山科　　章，鈴木　邦仁，吉村　真奈，袴田　大介，
内田　健二，荻野　　均

12. 多血性肝細胞がん検出のための新た
な bolus tracking法の検討

第 43回日本放射線技術
学 会 秋 季 学 術 大 会
（2015.10.8）金沢

吉田　勝衛，真田　　茂*，斉藤　和博，平瀬　繁男，
岡崎　憲吾，日向　伸哉

13. 3D-CTによる膝蓋骨不安定症の膝関
節回旋アライメント評価

第 43回日本放射線技術
学 会 秋 季 学 術 大 会
（2015.10.8-10）金沢

横山　　剛，加藤　大輔，大島　令衣，日向　伸哉，
赤田　壮一，徳植　公一，宍戸　孝明，山本　謙吾

14. FAI（Femoroacetabular impingement）
診断のための CTによる大腿骨頚部骨
形態の評価

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22-23）富山

横山　　剛，宍戸　孝明，加藤　大輔，大島　令衣，
日向　伸哉，久保　宏介，香取　庸一，山藤　　崇，
山本　謙吾，赤田　壮一，徳植　公一

15. 3D-CTによる膝蓋骨不安定症の膝回
旋アライメント評価

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22-23）富山

横山　　剛，宍戸　孝明，加藤　大輔，大島　令衣，
日向　伸哉，山藤　　崇，久保　宏介，香取　庸一，
山本　謙吾，赤田　壮一，徳植　公一

16. 術前 3D-CTを使用した TKA手術にお
ける適正な脛骨コンポーネント回旋
位決定時における，脛骨前後軸捻じれ
角の検討

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22-23）富山

久保　宏介，宍戸　孝明，横山　　剛，加藤　大輔，
森島　　満，立岩　俊之，佐野　圭二，山本　謙吾

17. 嚢胞性乳腺腫瘤の一例 第 25回城西超音波画像
検討会（2015.10.24） 東
京

青木　淑子，河本　敦夫，石引いずみ，植草こずえ，
石井　克也

18. von Hippel-Lindau（VHL）症の一例 第 25回城西超音波画像
検討会（2015.10.24） 東
京

木藤　浩世，河本　敦夫，井上　瑠美，石井　克也，
青木　淑子，石引いずみ，植草こずえ

19. 豊胸術後の異物肉芽腫を伴う乳癌 3症
例の超音波像

第 25回日本乳癌検診学
会学術総会（2015.10.30） 
つくば

青木　淑子，河本　敦夫，石引いずみ，植草こずえ，
石井　克也，佐藤　永一，海瀬　博史，石川　　孝

20. Pincer type FAI（femoroacetabular 
impingement）診断のための骨形態の
評価

第 42回日本股関節学会
学術集会（2015.10.30-31）
大阪

横山　　剛，宍戸　孝明，加藤　大輔，日向　伸哉，
久保　宏介，香取　庸一，山藤　　崇，赤田　壮一，
徳植　公一，山本　謙吾

21. 超音波部門における DICOM Q/R
（query and retrieve）を利用したシステ
ムの構築

第 16回日本医療情報学
会学術大会（2015.11.1）
宜野湾

河本　敦夫，石井　克也，青木　淑子，石引いずみ，
植草こずえ

22. Femoroacetabular impingement診断のた
めの CTを用いた股関節評価

第 34回日本放射線技術
学会東京支部秋期学術大
会（2015.11.28）東京

横山　　剛，森田　康介*，平瀬　繁男，田中　　功*，
熊谷　大樹*，谷畑　誠司*，杉澤　浩一*，吉田　和則

23. Femoroacetabular impingement：FAI 診
断における X線撮影 Dunn view法の
評価

第 34回日本放射線技術
学会東京支部秋期学術大
会（2015.11.28）東京

横山　　剛，佐々木健司，中曽根憲治，武田　　誠，
加藤　元章，吉田　和則，日向　伸哉
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V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 画像評価 日本産婦人科乳腺医学会

第 8回乳房超音波講習会
（2015.1.11）東京

河本　敦夫

2. 平成 27年度医療放射線従事者のため
の放射線障害防止法講習会

（公財）原子力安全技術
センター（2015.1.24）東
京

筑間晃比古

3. 超音波の基礎と組織特性 日本対がん協会第 5回乳
房 超 音 波 講 習 会
（2015.2.7）清瀬

河本　敦夫

4. 超音波検査法 東京都予防医学協会第 1
回乳房超音波講習会
（2015.3.7）東京

河本　敦夫

5. 平成 27年度医療放射線従事者のため
の放射線障害防止法講習会

（公財）原子力安全技術
センター（2015.3.14）東
京

筑間晃比古

6. 超音波測定手技 Hands-on 金沢大学医薬保健学系臨
床 実 践 看 護 学 講 座
（2015.3.16）金沢

河本　敦夫

7. 携帯型 USの現状と将来 金沢大学健康増進科学セ
ンター（2015.4.28）金沢

河本　敦夫

8. 放射線取扱主任者法定講習定期講習　
使用施設等の安全管理と放射性同位
元素等の取扱い

（公財）原子力安全技術
センター（2015.5.13）東
京

筑間晃比古

9. Comprehensive ultrasound Hands-on 第 34回日本乳腺甲状腺
超音波医学会学術集会
（2015.5.23）東京

河本　敦夫

10. 放射線取扱主任者法定講習定期講習　
使用施設等の安全管理に関する課目

（公社）日本診療放射線
技師会（2015.6.17）東京

筑間晃比古

11. 頚部領域超音波検査 鶯谷健診センターセミ
ナー（2015.8.11）東京

河本　敦夫

12. 画像評価，走査法 精度管理中央委員会第 3
回乳房超音波技術講習会
（2015.9.12）東京

河本　敦夫，青木　淑子

13. 平成 27年度医療放射線従事者のため
の放射線障害防止法講習会

（公財）原子力安全技術
センター（2015.9.26）東
京

筑間晃比古

14. 泌尿器領域超音波検査（腎） 鶯谷健診センターセミ
ナー（2015.10.16）東京

河本　敦夫

15. 放射線取扱主任者法定講習定期講習　
使用施設等の安全管理に関する課目

（公社）日本診療放射線
技師会（2015.10.16）東
京

筑間晃比古

16. 放射線取扱主任者法定講習定期講習　
使用施設等の安全管理と放射性同位
元素等の取扱い

（公財）原子力安全技術
セ ン タ ー（2015.10.17）
東京

筑間晃比古

17. 泌尿器領域超音波検査（腫瘍） 鶯谷健診センターセミ
ナー（2015.11.11）東京

河本　敦夫

18. 泌尿器領域超音波検査（副腎，骨盤内
臓器）

鶯谷健診センターセミ
ナー（2015.12.9）東京

河本　敦夫

19. US Hands-on 精度管理中央委員会第 6
回乳房超音波技術講習会
（2015.12.26）東京

河本　敦夫
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臨 床 工 学 部

【教育】
「到 達 目 標」　技士教育のレベル向上について，また効率的かつ効果的なローテーションを継続して取り組んでいきたい。看護

師など対象の人工呼吸器の基礎的な勉強会を毎月数回ずつ実施しており，方法や内容についてブラッシュアップ
して継続していきたい。また，安全ポケットマニュアルに追加収載できるような医療機器の簡易説明書について
検討をしたい。

「現 状 説 明」　業務マニュアルの整備を継続させるとともに，短期～長期のローテーションを施行中である。
「点検・評価」　部署内での勉強会は定期的に継続しており，レベル向上につながっていると思われるが，研修内容に対して検討

を加えたい。
「改 善 方 策」　教育は，指導者と受講するものが揃って推進できるが，現実的に単独で行動する場面が多く指導が困難になって

いる部分がある。現在，夜勤は 1名体制であるが，急性期に特化された病院になる前に，増員とともに 2名体制
を構築すべきである。

「目標・改善方策の達成度」　毎日の業務が同じルーチンであれば，レベルアップは図りやすいが，症例によりレベルが変動する
ため，長期的に症例数を経験しなければ達成度を測り難い。ローテーションについては，部分的に開始している
ため，わずかながら達成している。

【研究】
「到 達 目 標」　継続して日常業務の中で研究に取り組み，学会等に参加発表できるよう努力したい。
「現 状 説 明」　予算が厳しく増員もあまり期待ができない状況のなか，勤務体制を調整し学会等に自腹で参加する技士もあった

が，参加人数はあまり増えなかった。
「点検・評価」　今年度は学会等に参加するスタッフがあまり多くなかった。さらに幅広く技士が参加できることが望ましい。
「改 善 方 策」　予算と人員を増やすことを継続して期待する。
「目標・改善方策の達成度」　参加者，増員，予算に対してはあまり改善は見られず，達成度は低い。

III.　学術刊行物
B1. え ?知らないの ? ICUの電気設備 Intensivist 7-2：418-422, 

2015
上岡　晃一

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 臨床工学技士部門　ディベートセッ
ション 4「集学的治療に対応したジェ
ネラリストが望ましい」

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.10）
東京

上岡　晃一

2. ワークショップ 12　臨床工学技士の
当直 /夜勤体制を考える　「当院にお
ける当直・夜勤業務を考える」

第 25回日本臨床工学技
士会総会（2015.5.23）福
岡

上岡　晃一，山田眞由美，服部　敏温，内野　博之

B1. 急性血液浄化関連業務の発生時間か
ら見た臨床工学技士 24時間勤務体制
の必要性：CEによる他施設後ろ向き
研究

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.11）
東京

森實　雅司*，讃井　將満*，岩谷理恵子*，高橋　由典*，
上岡　晃一

2. 井戸水の RO膜処理能力低下への影響 第 60回日本透析医学会
（2015.6.28）横浜

手川　和久，尾形　明信，服部　敏温，内野　博之，
和田　憲和*，長岡　由女*，菅野　義彦*，元廣　聡也*

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 人工呼吸器の安全性とその限界 日本臨床医学リスクマ

ネージメント学会　医学
安全管理者養成研修（医
療 安 全 セ ミ ナ ー）
（2015.7.25）東京医科大
学

上岡　晃一
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栄 養 管 理 科

【教育】
「到 達 目 標」　大学病院の栄養部門として質の高い栄養管理ができる人材を育てる。
「現 状 説 明」　①入院時食事療養制度の適正化に向け，新栄養サテライトと電子カルテを接続したことで業務が整備された。そ

れを基本として経験年数のある者が新人～経験 3年迄の者に臨床栄養士教育を行っていきたいと計画したが，新
システム対応のみで教育は全くできなかった。②大学病院としての社会ニーズにあわせ他院より NST研修，管
理栄養士研修，学生実習を受け容れているが昨年度は順に 5施設（看護師・薬剤師・管理栄養士），12名，46名
と一昨年度より増加した。

「点検・評価」　① 5年に渡り科内で臨床栄養教育を行った結果，電子カルテへのシステム切り替えと食事療養制度の適正化が同
時にかつ円滑に行えた。栄養管理は栄養部門で行えるようになりそれに則り新人教育をしたが，経験年数のある
者は後輩への教育経験がなく，できなかったので中間層の教育及び他施設との人事交流が必要と考えられる。

「改 善 方 策」　①食事・栄養管理・栄養指導・NSTができる人材育成を人事考課を活用しながら実施する。
　　　　　　　②他施設からの受け容れをより整備するため，資格認定や取得の基盤整備をする。
　　　　　　　③人事交流により環境変化に適応しながら業務を遂行し，後輩教育を行う必要性を認識させる。
「目標・改善方策の達成度」　①新システムに伴う栄養管理は新人用の運用マニュアルを作成し，使用している。
　　　　　　　②個別栄養指導では管理栄養士が個々に行っていた為マニュアルがないので新メニューが整備された段階で作成

が必要である。
【研究】
「到 達 目 標」　管理栄養士それぞれ専門領域を決め，一人 1演題を発表するようにする。
「現 状 説 明」　経験年数 22・20・5年者が研究していない。
「点検・評価」　経験年数 22年の者はできておらず影響評価を行う。
「改 善 方 策」　主体的に研究に取り組めるようバックアップ体制を構築する。
「目標・改善方策の達成度」　経験年数 20・5年者が初めて研究発表した。
【診療】
「到 達 目 標」　新人管理栄養士も栄養指導をする。
「現 状 説 明」　経験年数 1～3の者は栄養管理業務にあたっているが栄養指導（集団・個別）はしていない。
「点検・評価」　栄養管理を通じて患者の栄養状態を最適化することを学び，患者自身が家庭で食事療法が実行できるように指導

する能力を身につけつつある。
「改 善 方 策」　糖尿病の入院教室から外来教室を担当してから個別栄養指導をするようにシステム構築する。
「目標・改善方策の達成度」　栄養指導において新人 3名を集団・個別とも担当させることができるよう 20・22年経験者からガ

イダンスを受けた。
【社会貢献】
糖尿病患者は未受診者も多く，食事療法のアドヒアランスも低い。病院では管理栄養士が配置されており，入院中に提供される
食事は食事療法の内容となっており教育効果は高い。そこで新宿のクリニックに通う糖尿病患者で栄養指導を受けたことのない
人をターゲットにした病診連携を行うことを目的として当院の糖尿病の食事，入院糖尿病教室，外来糖尿病教室の内容を説明し
た。

I.　著書
1. 食事療法はじめの一歩シリーズ
腎臓病の満足ごはん

女子栄養大学出版部，
2015

菅野　義彦，榎本　眞理

II.　学術論文
D1. Research on the interior design of ward 

dining hall for consideration of the 
patient's walk situation

International Journal of 
Spatial Design & Research 
vol.16 Asia Interior Design 
Institute Association

Egawa K,  Kimura A,  Enomoto M

2. 病棟の食堂に対する患者の要望と利
用状況に関する調査研究

日本インテリア学会論文
報告集（投稿中）

江川　香奈*，木村　　敦*，榎本　眞理
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 病気の治療と食事の工夫～知ってお
きたいこと，知りたいこと～

がん患者サロン「とぽす」
（2015.11.27）

武田　知世

2. 糖尿病患者の栄養指導について 糖尿病セミナー～地域で
糖 尿 病 を 診 る～
（2015.12.17）東京

菊地　景子

B1. 低たんぱく腎臓食の質的評価の一考
察

第 18回日本病態栄養学
会 年 次 学 術 集 会
（2015.1.10-11）京都

塚田　夏未，西中川まき，佐藤　知世，榎本　眞理，
和田　憲和

2. 入院患者における嚥下機能評価患者
の栄養投与法，栄養充足率の転帰

第 18回日本病態栄養学
会 年 次 学 術 集 会
（2015.1.10-11）京都

佐藤　知世，浦上　理絵，榎本　眞理，船戸　宣利

3. COPD低栄養患者における外来栄養指
導および ONS療法の必要性～2年間の
外来フォローアップから得た 1考察～

17th　MeT3・NST 研 究
会（第 17回メットキュー
ブ・N S T 研 究 会）
（2015.11.7）東京

杉山　恵子，榎本　眞理，瀬戸口靖弘

看 護 部

【教育】
「到 達 目 標」　専門職業人として豊かな感性と，その時代のニーズにあった質の高い看護を提供できる看護師を育てる。
「現 状 説 明」　看護部教育委員会が中心となり『臨床看護師育成システム』にもとづく継続教育を実施している。科学的根拠と

当院の手順を理解するためのツールとして『ナーシング・スキル日本版』を活用している。新人看護師教育は，
看護キャリア支援室の新人看護師担当が教育委員会と連携し，一年間フォローアップ研修，面接の実施を通して
サポートしている。

「点検・評価」　段階的に能力アップができるように『臨床看護師育成システム』の改訂を終了し，全スタッフに対しての運用を
開始した。未評価者の低減が図れた。認定審査を教育委員会で実施し，評価の視点を統一した。

「改 善 方 策」　書類ベースでの運用段階であり『臨床看護師育成システム』を院内ネットワークシステムにおける使用に変更し，
効果的な教育体制と効率的な運用をはかっていく。

「目標・改善方策の達成度」　『臨床看護師育成システム』での実践能力の評価に全スタッフが変更できた（100%）。
【研究】
「到 達 目 標」　看護の質を保証するために，各部署が看護研究へ取り組み，その結果を看護実践に活用する。
「現 状 説 明」　看護研究を進めるにあたり，相談窓口を設置し推進をサポートした。また研修として文献検索，研究計画書の作

成，統計等の学びの場を提供した。看護研究の成果に関しては，院内看護研究会で発表および研究集録までの過
程を設定し，そのサポートを実施した。サポートにあたっては単に研究実施のためのサポートでなく，実践への
応用を見据えたサポートを実施した。

「点検・評価」　東京医科大学病院看護研究発表会での発表は，口演 13件，示説 19件である。院外での学術集会等で発表は 23
件である。実践での看護ケアを評価する研究内容も増えてきている。

「改 善 方 策」　看護研究の研修の充実化と相談窓口の開催を継続させていく。
「目標・改善方策の達成度」　院内外での看護研究発表件数も増え 90%の達成状況である。次年度以降は，研究実施に対する研

究費用の助成等を検討し，さらなる研究支援を実施してく必要がある。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域・社会の看護の質向上に寄与する。
「現 状 説 明」　総合相談・支援センターと共同開催による地域病院や訪問看護ステーション等との合同の研修会を企画し運営し

た。
「点検・評価」　研修参加者も満足のいく研修となった。研修では講義だけでなく，事例をもとに他施設の方とディスカッション

をしていくことで，特定機能病院の看護師として行うことなどが整理できていた。
「改 善 方 策」　院内看護師対象の研修のみでなく，他キャンパスや地域の看護職の研修参加の機会を提供できるか検討をする必

要がある。
「目標・改善方策の達成度」　80%達成状況である。院外からの研修参加者を増加させる必要がある。地域連携を考え，在宅や

施設等などからの研修や意見交換会などの機会をさらにもうけ，継続させていく必要がある。
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I.　著書
1. －ICU患者のケアと合併症予防 メ デ ィ カ 出 版，8-15, 

2015
明神　哲也（編：明神　哲也）

2. －各種のスキントラブル メディカ出版，128-139, 
2015

明神　哲也（編：明神　哲也）

3. 人工呼吸器離脱のための標準テキス
ト－看護師に求められる役割

学研メディカル秀潤社，
38-40, 2015

明神　哲也（編：日本クリティカルケア看護学会）

4. できる！ ICUナース　バンドル・指
針そうまとめ！　ICU合併症予防マ
ニュアル

メディカ出版，2015 明神　哲也（編：明神　哲也）

5. 深部静血栓症（DVT） メディカ出版，113-127, 
2015

井口　亜紀（編：明神　哲也）

III.　学術刊行物
B1. 気管と気管支 メディカ出版，呼吸器ケ

ア 13（4）：6-11, 2015
岩田　夕紀，中山　秀章

2. 評価・選択・実行できる 褥瘡ケア デ
ビュー褥瘡はどうやって判断するの ?

学研，月刊ナーシング
35（8）：30-31, 2015

帶刀　朋代

3. 評価・選択・実行できる 褥瘡ケア デ
ビュー褥瘡の評価のためのツールに
は，どんなものがあるの ?　いつ評価
するの ?

学研，月刊ナーシング
35（8）：32-33, 2015

帶刀　朋代

4. 評価・選択・実行できる 褥瘡ケア デ
ビュー　褥瘡の大きさはどう図るの

学研，月刊ナーシング
35（8）：34-35, 2015

帶刀　朋代

5. モノで変わった看護ケア part2 創傷被
覆材の進化

照林社，エキスパート
ナ ー ス 31（9）：110-112, 
2015

帶刀　朋代

6. 前立腺がん特集 術後の尿漏れ対策⑨ エビデンス社，がんサ
ポート 3：50-53, 2015

帶刀　朋代

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. 計画外抜管に関するリスクファク
ターの分析

第 12回世界集中治療医
学会議（2015.8.29）ソウ
ル

鈴木　　梢，滋野　　界，浅野　良子，徳嶺　梨香，
川原千香子，明神　哲也

国内学会
A1. 褥瘡発生とアセスメント 日本褥瘡学会　関東甲信

越地方会　第 12回東京
支部フォーラム・第 8回
在 宅 褥 瘡 セ ミ ナ ー
（2015.1.24）東京

帶刀　朋代，磯崎奈津子

2. OAGと病態別口腔ケア基準を用いた
口腔ケアシステムの運用状況

日本口腔看護研究会 第 2
回愛知地区セミナー
（2015.5.10）愛知

宮﨑留美子

B1. 助産師のみで構成される産科病棟で
の助産師たちの死生観の現状

第 35回　東京医科大学
看護研究会（2015.2.14）

菅原久美子，大柴　由梨，佐々木美記，佐々木知弥

2. 糖尿病患者に対する血糖測定時の穿
刺痛比較（指先部・指球部・腹壁）

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

天野　珠実，三上祐理香，市川　絵理，関根　彩子，
八波　智美，鎌田智恵子
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3. NICU・GCU看護師の手指衛生遵守率
状況の評価

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

菅原久美子，野々上愛純，鈴木　美香

4. エンゲルケアに対する看護師の意識
向上を目指して　～当病棟のエンゼ
ルケアの実態調査とご遺体の変化に
ついての文献検索から～

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

大野　真朝，倉内　彩加，野村　佳代

5. 1～2年目看護師を対象として心電図
教育の効果の分析　－シミュレー
ションを取り入れた学習会の実施－

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

篠崎　良子，奥川　麻美，土屋　真衣

6. 身体拘束に伴う静脈血栓予防に対し
ての予防評価シートの適正使用に関
する検討

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

山口　真実，星野沙穂里

7. 消化器系内視鏡治療後の安静保持不
履行の患者の特徴と背景調査

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

青柳　佑佳，出﨑　里穂，佐藤　京子，久保田恵美

8. 総合相談・支援センター退院調整看護
師介入ケースの退院支援の現状と今
後の課題

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

加藤ひろみ，山本　悦子，志賀　圭子，告原　博美

9. HIFU（高密度焦点式超音波）治療に
伴う皮膚トラブル発生の現状

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

伊藤　彩美，小出ひかる，田中茉由子，宮平英里子

10. 消化器外科病棟入院患者の褥瘡発生
の現状

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

村林友莉子，福島由佳里

11. ロボット支援下前立腺摘除術後の患
者の感じる膀胱留置カテーテルの違
和感

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

猪瀬　美波，堀川　純子，堀之内莉菜

12. 術後に安全・安楽な療養生活を送るた
めのフェイスダウン枕を検討する

第 35回東京医科大学病
院看護研究会（2015.2.14）
東京

小田嶋　愛，大野さとみ，角田　佳奈，廣部未有樹，
依田　萌実

13. 糖尿病患者に対する血糖測定時の穿
刺痛比較（指先部・指球部・腹壁）

第 58回日本糖尿病学会
（2015.5.21-24）下関

三上祐理香，天野　珠実，市川　絵理，関根　彩子，
志熊　淳平，小田原雅人，鎌田智恵子

14. Single use negative pressure wound ther-
apy for stoma closure wound of ileal con-
duit urinary diversion：A case report

第 24回日本創傷オスト
ミー 失禁管理学会学術
集会（2015.5.30-31）千
葉

Taito T,  Ko K,  Kashima T,  Sakamoto N,  Ida Y,  Ohori 
M,  Matumura H

15. キャリアの方向性に迷い悩み続ける
中堅看護師の体験

第 19回日本看護管理学
会学術集会（2015.8.28）
福島

川和田　歩

16. 早期リハビリテーションの導入とそ
の方法に関する一考察

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

亀井　良介，鈴木　　梢，井口　亜紀，平山さとみ

17. 手術における体内遺残防止カウント
業務に関する実態調査－カウント業
務の記録に関する報告－

第 29回日本手術看護学
会年次大会（2015.10.9）
札幌

宮下真由美，古島　幸江，松沼　早苗，佐々木和代，
大久保千夏

18. NICUに入院している児の飛行機によ
る海外医療搬送の実際

第 25回新生児看護学術
学会（2015.10.24）盛岡

渡邊　綾子，杉　ゆう子

19. 助産師のみで構成される産科病棟で
の助産師たちの死生観の現状　その 2
－FATCOD FromB-J　を用いたアン
ケート調査－

第 46回日本看護学会学
術集会ヘルスプロモー
ション（2015.11.6-11.7）
富山

佐々木美記，大柴　由梨，佐々木知弥，菅原久美子
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20. 病態別口腔ケア基準を用いた口腔ケ
アシステムの運用状況と課題

第 97回がん診療連携拠
点病院研修会 第 14回緩
和ケアオープンセミナー
（2015.5.10）石川

宮﨑留美子

卒後臨床研修センター

【教育】
「到 達 目 標」　初期研修医を対象とし，医師としての人格を涵養し，将来専門とする分野にかかわらず，医学および医療の果た

すべき社会的ニーズを認識しつつ，日常診療において頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう，プラ
イマリ・ケアの基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身につけることのできる医師を養成する。

「現 状 説 明」　基本的臨床手技研修，基礎技術演習，CPR+AEDプロバイダーコース，医療裁判傍聴研修，看護業務体験，ICLS
コース，スキルトレーニング等，各科ローテーション以外での教育を行っている。

「点検・評価」　研修運営委員会，研修管理委員会等で研修プログラムの見直しを行い，ブラッシュアップを行っている。
「改 善 方 策」　指導医のための教育ワークショップを毎年開催。研修医の教育だけでなく，指導医の育成にも力を入れている。

情 報 シ ス テ ム 室

【教育】
「到 達 目 標」　医療情報システムを構築するうえで欠かせない，ネットワーク，データベース，セキュリティなどのコンピュー

タに関する知識と技術，業務手順の基本となる医学・医療の知識，そしてプロジェクトを円滑に進めるためのプ
ロジェクトマネジメントスキル，ヒューマンスキルを併せ持った人材を育てる。

「現 状 説 明」　IT部門を長く経験した者，他部署からの異動者等経験・スキルに大きな差がある。また，技術の進歩等から新
たな知識領域の知識・スキルが不足している。

「点検・評価」　OJTで取り組んだプロジェクトの成果。業務に関係する資格取得数。
「改 善 方 策」　・能力・意欲にあったプロジェクトの担当
　　　　　　　・活動の結果を学会に報告
　　　　　　　・能力を客観的に評価できる資格試験の受験を奨励し受験対策勉強会を開催
「目標・改善方策の達成度」　
　　　　　　　・資格取得を目指してグループ学習の実施
　　　　　　　・診療情報管理士通信制講座後期課程（2年目）を終了　3名中 1名資格取得
　　　　　　　・医療情報技師　5名中 4名資格取得
　　　　　　　・プロジェクトマネジメントプロフェッショナル（PMP）　1名
　　　　　　　・社会福祉士　1名
【研究】
「到 達 目 標」　災害時に備えて診療継続計画（BCP）の策定支援に必要な提供情報の在り方，ならびに　病院情報システムに適

切に保護されたデータから適切なタイミングでニーズに合った医療（医学）情報の利活用が図れる方法と技術な
らびに医療組織におけるコスト・ベンチマークの取組みに関する研究を行う。

「現 状 説 明」　現状では，教育職員を中心に日本医療情報学会，日本病院学会，日本診療情報管理学会，日本医療マネジメント
学会，日本原価計算学会，日本医療・病院管理学会，関東医療情報技師会等にて研究活動を実施している。

「点検・評価」　論文数の増加を図るべく，計画的な研究計画の立案を行うこととした。研究助成金（科研費）を受けたテーマに
ついては論文化を進めている。

「改 善 方 策」　継続研究である診療業務継続計画（BCP），デーウェアハウス（DWH），電子保存データの診療情報管理ならび
に医療組織におけるコスト・ベンチマークの取組みについて進めている。

「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」で定めた 4つのテーマ全て学会にて成果報告を実施することから目標達成は 80%程に
達した。更に，継続して各テーマを掘り下げて研究内容の展開を図り論文化を目指す。

II.　学術論文
A1. 医療機関におけるバランスト・スコア
カードの活用状況－DPC/PDPS導入病
院を対象とした質問票調査を通じて－

メルコ管理会計研究 7
（2）：15-24, 2015

渡邊　　亮，荒井　　耕*，阪口　博政*
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2. 医療機関におけるバランスト・スコア
カードの活用状況と効果に関する実
証研究

一橋大学学位請求論文，
2015

渡邊　　亮

3. 医療機関における責任センター別原
価計算に基づいた予算管理に関する
考察－6病院へのインタビュー調査を
通して－

医療と社会 25（1）：141-

153, 2015
阪口　博政*，渡邊　　亮，荒井　　耕*

4. 医療法人における予算管理の事例研
究

原価計算研究 39（2）：
24-34, 2015

阪口　博政*，荒井　　耕*，渡邊　　亮

5. 医療機関におけるバランスト・スコア
カードの活用状況と効果の検討－導
入病院に対するインタビュー調査結
果－

日本医療・病院管理学会
誌 52：220, 2015

渡邊　　亮，阪口　博政*，荒井　　耕

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 東京医科大学病院における電子カル
テシステム導入とプロジェクトマネ
ジメント

第 15回関東医療情報技
師会（2015.2.15）

相坂　琢磨

2. 医療情報を活用した医療政策と病院
経営

医療 DWHの構築及び運
用の要点と 増大する
データへのアプローチセ
ミナー（2015.7.31）東京

渡邊　　亮

3. 医療情報技師を対象とした心理的要
因による内部不正行為防止対策

第 35回日本医療情報学
連合大会（2015.11.3）沖
縄

伊勢田　司*，相坂　琢磨，大原　達美

4. ハイブリッドクラウドの導入と効果
について事例報告

第 35回日本医療情報学
連合大会（2015.11.4）沖
縄

相坂　琢磨，松村　　一，大原　達美，渡邉　　亮

B1. 医療機関に向けた BCP策定率向上の
取り組み－策定支援ツールの開発・提
供と評価－

第 19回日本医療情報学
会 春 季 学 術 大 会
（2015.6.13）

大原　達美，成清　哲也，飯島　弘之，相坂　琢磨，
松村　　一

2. 医療組織におけるコスト・ベンチマー
クの取組み　－公的病院グループの
事例研究

日本原価計算学会第 41
回全国大会（2015.9.11）
東京

阪口　博政*，荒井　　耕*，渡邊　　亮

3. 医療機関におけるバランスト・スコア
カードの活用状況と効果の検討－導
入病院に対するインタビュー調査結
果－

第 53回日本医療・病院
管 理 学 会 学 術 総 会
（2016.11.6）福岡

渡邊　　亮，阪口　博政*，荒井　　耕*

安 全 管 理 室

【教育】
「到 達 目 標」　医療安全管理について理解ができ，安全な医療・看護を患者に提供できる。医療安全文化の醸成を促進する。
「現 状 説 明」　全職員への教育は，年に数回の研修会を通し実施している。新規採用者，初期研修医（安全管理室実習含む），

看護師，中途採用者には，それぞれの研修会を通して，当院の医療安全管理体制，院内のインシデント報告事例
をふまえて情報提供と防止対策を伝達している。

「点検・評価」　院内報告制度として，インシデントレポートを安全管理室に報告することを義務づけており，ある程度の目的は
達成されていると評価している。職種によってはインシデント報告にもれがあると考えられる事象もあるが，
フィードバックしていくことで改善につながってきていると考える。

「改 善 方 策」　全職員に対しての教育は講義形式の内容となるため，研修終了後のアンケート結果より，職種により理解度がさ
まざまであることから，研修会の内容の工夫を行っている。
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「目標・改善方策の達成度」　目標達成のため，研修会や職種横断的な会議等で情報提供や防止策の伝達を行っている。全職員へ
の教育や理解度，周知が十分とはいえないため，評価方法も含め，今後，検討が必要。

総合相談・支援センター

【教育】
「到 達 目 標」　社会医療，医療連携・サポートに関する職員学生に教育・周知し医療の質の向上を図る。
「現 状 説 明」　社会医療・患者療養支援・医療連携の推進について研鑽を積んでいる。医療ソーシャルワーカー実習生，看護学

生，他大学薬学部学生，救急隊標準課程研修生等の現場実習・研修を実施している。
「点検・評価」　多職種連携がリアルに学べる臨床実習となっている。
「改 善 方 策」　より良い学びとなるよう，実習指導計画，マニュアル更新に着手する。
「目標・改善方策の達成度」　医学生 5年生に対してのクルズス協力（リハビリテーション科）MSW実習生，看護学生への実習

指導，看護部研修・院内研修を実施した。
【研究】
「到 達 目 標」　医療マネジメントの観点から調査・研究を行う。
「現 状 説 明」　退院支援に関わること，周産期，がん相談支援，虐待防止，認知症相談支援等について，研修講師・発表を行っ

た。
「点検・評価」　研究・講演・学会発表を実施した。
「改 善 方 策」　相談支援実績の基礎データの整備を行った。
「目標・改善方策の達成度」　学会発表・専門誌への執筆活動を行った。
【診療】
「到 達 目 標」　様々な患者相談の活動を通じて，臨床医療の支援を行っている。
「現 状 説 明」　がん相談支援センター機能・救命救急センター・脳卒中センター・地域周産期母子医療センターへ専従・専任者

を配置し相談支援力を高めた。また H27.9月より認知症疾患医療センターの認可を受け，専従者を置き認知症専
門相談を開始した。

「点検・評価」　大学病院としての超急性期医療を相談支援の側面から支えている。
「改 善 方 策」　新たに認知症疾患専門相談を立ち上げた。今後もそれぞれの分野ごとの相談支援業務の充実を図る。
「目標・改善方策の達成度」　電子カルテが本格稼動となり，相談支援システムの改善が今後の課題。
　　　　　　　蓄積した相談支援データの分析から，院内への情報発信を進めて行く。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　新宿区をはじめ，行政政策の各委員会委員の嘱託を受け，社会連携・社会貢献に前進した。
「現 状 説 明」　新宿区介護保険審査会委員・子ども家庭サポートネットワーク会議委員・自殺総合対策会議若者支援対策専門部

会委員・新宿区女性の健康支援ネットワーク連絡会委員等々，多くの委員会活動を通じて社会貢献を実施してい
る。

「点検・評価」　東京医科大学の中長期計画にも掲げられており，継続的な社会貢献活動を展開する。
「改 善 方 策」　地域の信頼を得て，それに応えうる人材育成を進める。
「目標・改善方策の達成度」　上記の委員会活動を継続強化して行く。

I.　著書
1. 2016年度版医療福祉総合ガイドブッ
ク

医学書院 大竹口幸子，藤平　輝明，品田　雄市，池田　岳司，
鈴木　　豊

III.　学術刊行物
B1.「わたしの道しるべ　がんと共に生き
る人々へ」

東京都区西部がん緩和ケ
ア推進事業 2015年

藤平　輝明，品田　雄市

2. HIV/AIDSソーシャルワーク Q&A HIV感染症の医療体制の
整備に関する研究班

研究分担協力者　藤平　輝明
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 第 25回日本新生児看護

学 会 学 術 集 会
（2015.10.24）岩手

杉山ゆう子

血液凝固異常症遺伝子研究寄附講座

【教育】
「到 達 目 標」　血液凝固異常症の病態の解明や治療法の開発ための遺伝子研究技術を整備し，最適な研究を実施することが出来

る研究者を育成する。
「現 状 説 明」　高い倫理性のもとに正確な研究結果を導く研究方法を確立し，学内・学外からこの研究領域についての研鑽を希

望する研究者に対して実践的な指導を行っている。臨床検査医学分野と機器・設備を共同で利用し，大学院生の
教育・研究についても協力する。

「点検・評価」　遺伝子研究の指導を受けた研修生やその所属施設からのフィードバックなどをもとに，教育内容の評価や見直し
を行う。

「改 善 方 策」　限られた人材とスペースで活動するために，合理的な設備の配置と利用を目標として教育活動の充実を図る。学
生教育への協力も前向きに行う。

「目標・改善方策の達成度」　到達目標の約 50%を達成し，継続中である。
【研究】
「到 達 目 標」　血液凝固異常症の病態の解明や治療法の開発を目的として，ヒト遺伝子に関する研究を中心とした基礎ならびに

臨床研究を行い，血友病などの出血性素因やアンチトロンビン欠乏症などの血栓性素因の診断や治療に貢献する。
「現 状 説 明」　臨床検査医学分野と連携して，血友病に代表される出血性疾患，アンチトロンビン欠乏症などの血栓性疾患を対

象として，遺伝子異常と病態の関係を検討するとともに，日本人患者の遺伝子異常についてのデータベースを構
築し，海外の研究との連携を目指している。

「点検・評価」　国内および国際学会での研究成果の発表報告している。それらの研究成果の論文化を順次行っている。
「改 善 方 策」　これまでの報告の論文化を進め外部の評価を参考に方向性を検討する。遺伝子解析による血友病保因者の診断シ

ステムを構築し，データベースおよびマニュアルを完成させる。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の約 50%を達成し，継続中である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　血液凝固異常症の遺伝子研究に特化した施設として，遺伝性疾患の知識や遺伝子解析の技術の普及に努め，学会

や公的資金研究などの外部からの研究協力依頼にも対応できる組織となる。
「現 状 説 明」　厚生労働科学研究費の研究で中央分析業務を担っている。日本人の血液凝固異常症の遺伝子異常についてデータ

ベースを構築している。日本遺伝子分析科学同学院の遺伝子分析科学認定士などの認定試験に対応した実習，他
大学の研究生に遺伝子解析技術全般の実技を指導している。

「点検・評価」　他施設からの遺伝子異常の共同研究の依頼も多くなり，国内の中心施設としての形態を整えつつある。
「改 善 方 策」　研究資金を確保し，外部の研究者も受け入れて，より幅広い迅速な遺伝子解析の体制を整える。血液凝固異常症

の知識の普及を目指し，より社会に貢献できるよう努める。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の約 50%を達成し，継続中である。

II.　学術論文
B1. 遺伝子解析による血友病保因者診断
の意義

日本血栓止血学会誌
26：549-556, 2015

篠澤　圭子

III.　学術刊行物
A1. 国内未承認エイズ治療薬等を用いた

HIV感染症治療薬および HIV感染症
至適治療法の開発に係る応用研究

厚生労働科学研究費補助
金医療技術実用化総合研
究事業・2015

福武　勝幸，篠澤　圭子，山元　泰之
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Variety of F9 mutation identifi ed Japanese 

hemophilia B patients
XXVth Congress of the 
International Society on 
Thrombosis and Haemo-
s tas i s（2015.6 .20-25） 
Toronto, Canada

Shinozawa K,  Inaba H,  Suzuki T,  Bingo M,  Seita I,  
Hagiwara T,  Amano K,  Fukutake K

2. Two Japanese cases of acquired factor V 
inhibitor which were initially diagnosed 
with conenital factor V defi ciency

XXVth Congress of the 
International Society on 
Thrombosis and Haemo-
s tas i s（2015.6 .20-25） 
Toronto, Canada

Bingo M,  Shinozawa K,  Hagiwara T,  Inaba H,  Suzuki T,  
Amano K,  Fukutake K

3. A synonymous mutation in the F8 gene, 
c.120C>A；P.（L40=）, may cause mild 
hemophilia A

XXVth Congress of the 
International Society on 
Thrombosis and Haemo-
s tas i s（2015.6 .20-25） 
Toronto, Canada

Inaba H,  Shinozawa K,  Amano K,  Fukutake K

4. Analysis of moderate pehnotype of hemo-
philia A with novel missese mutation, 
W2229R in C2 domain, of which FVIII 
has no responsiveness with DDAVP

XXVth Congress of the 
International Society on 
Thrombosis and Haemo-
s tas i s（2015.6 .20-25） 
Toronto, Canada

Suzuki T,  Shinozawa K,  Inaba H,  Seita I,  Muramatsu T,  
Amano K,  Fukutake K

国内学会
B1. 習慣流産と第 V因子 R2ハプロタイプ
の関連性

第 37回日本血栓止血学
会 学 術 集 会 総 会
（2015.5.21-23）山梨県甲
府市

篠澤　圭子，出原　麻里*，稲葉　　浩，天野　景裕，
杉浦　真弓*，福武　勝幸

2. サイレント変異を病因とする可能性
が示唆れた軽症血友病 A

第 37回日本血栓止血学
会 学 術 集 会 総 会
（2015.5.21-23）山梨県甲
府市

稲葉　　浩，篠澤　圭子，天野　景裕，福武　勝幸

3. 交差適合試験で凝固欠乏パターンを
示した後天性第 V因子インヒビター
の症例

第 37回日本血栓止血学
会 学 術 集 会 総 会
（2015.5.21-23）山梨県甲
府市

備後　真登，大谷真知子，上久保淑子，一木　昭人，
近澤　悠志，村松　　崇，清田　育男，四本美保子，
篠澤　圭子，萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，
福武　勝幸

4. 血友病 B患者に同定した第 IX因子遺
伝子変異の多様性

第 16回日本検査血液学
会 学 術 集 会 総 会
（2015.7.12-13）愛知県名
古屋市

篠澤　圭子，稲葉　　浩，鈴木　隆史，備後　真登，
清田　育男，萩原　　剛，天野　景裕，福武　勝幸

5. 病初期に交差適合試験で凝固因子欠
乏症パターンを示した後天性第 V因
子インヒビターの 2症例

第 16回日本検査血液学
会 学 術 集 会 総 会
（2015.7.12-13）愛知県名
古屋市

備後　真登，篠澤　圭子，大瀧　　学，萩原　　剛，
稲葉　　浩，鈴木　隆史，天野　景裕，福武　勝幸

6. FV F190S is a common mutation in Japa-
nese conjenital factor V defi ciency with-
out bleeding tendency

第 77回日本血液学会学
術集会総会（2015.10.16-

18）石川県金沢市

Shinozawa K,  Inaba H,  Nagao Azusa,  Hanabusa H,  
Fujii N,  Niya K,  Kasai D,  Aonuma K,  Maeda K,  Abe 
M,  Amano K,  Fukutake K

7. Evaluating the usefulness of NGS for 
mutation analysis to determine the ethiol-
ogy of hemophilia A

第 77回日本血液学会学
術集会総会（2015.10.16-

18）石川県金沢市

Inaba H,  Shinozawa K,  Amano K,  Fukutake K
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8. Application of NGS to the etiological 
mutation analysis of protein S defi ciency

第 77回日本血液学会学
術集会総会（2015.10.16-

18）石川県金沢市

Ichiki A,  Inaba H,  Shinozawa K,  Amano K,  Fukutake K

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 第 37回日本血栓止血学会学術集会優
秀ポスター賞

第 37回日本血栓止血学
会学術集会優秀ポスター
賞（2015.5.13）甲府市総
合市民会館

篠澤　圭子

B1. 血友病保因者診断と保因者健診 第 26回静岡県血友病治
療連絡会議（2015.2.21）
静岡県立こども病院

篠澤　圭子

2. 血友病保因者診断と保因者健診の重
要性

第 12 回三重県血友病
ネ ッ ト ワ ー ク 講 演
（2015.9.11）三重大学

篠澤　圭子

3. Molecular Genetics of Hemophilia in 
Japan－carier diagnosis using gene analy-
sis－

2015 Taiwan Hemophilia 
T r e a t e r’s  M e e t i n g
（2015.10.31）台湾　台中
市

Shinozawa K

4. 血友病保因者診断と保因者健診の重
要性

第 13回静岡県血友病治
療ネットワーク講演会
（2015.11.14）ホテルアリ
ソア静岡

篠澤　圭子

5. 血友病の保因者診断－保因者・女性血
友病・検査について皆さんに知ってほ
しいこと－

メディア血友病勉強会・
バ ク ス ア ル タ 社
（2015.12.3）バクスアル
タ社

篠澤　圭子

骨・関節バイオマテリアル研究寄附講座

【教育】
「到 達 目 標」　運動器におけるバイオマテリアルおよびバイオメカニクスの重要性を理解し興味を深めることにより，学習効果

を高める。実臨床における学生教育の質の向上を目指して，整形外科学講座と密に連携し，骨・関節疾患領域の
基礎および臨床研究に関する理解を高めていく。

「現 状 説 明」　関節外科を中心にスタッフによる指導・教育を充実させ，特に運動器医工学に関する理解，知識を深めるよう努
めている。また教育・研究専任のスタッフとして工学博士 1名を常時配置し，教育・研究の質を高めている。

「点検・評価」　多忙な臨床業務と並行して行っているため，研究に取り組むための時間的な制約を余儀なくされているが，限ら
れた時間の中でも最大限効率良く，高い集中力をもって取り組めるよう，特に大学院生のための教育システムに
ついて更に向上させていく必要がある。

「改 善 方 策」　職員教育および大学院教育を目的として，毎週 2回の指定曜日に実験（木・金）および抄読会（水・土）を実施
しており，研究に対する取り組みが習慣化するよう努めている。各抄読会では，スタッフが今読んでおくべきと
判断した質の高い最新の臨床および基礎研究論文をそれぞれ 1編ずつ選定し，教育職員と大学院生が深く考え・
議論する場を積極的にもうけている。また内容の理解のみならず，今後は論文の読み方・書き方に関する教育も
当講座にてより活性化させたいと考えている。

【研究】
「到 達 目 標」　臨床研究のみならず，特に基礎研究の推進に努め，臨床へのフィードバックを目指す。
「現 状 説 明」　運動器における長期耐用インプラントの開発，インプラントの耐久性・安全性の評価，摘出インプラントの不具

合解析，および新規低侵襲診断技術の研究開発等を行っている。研究設備として，ラマン分光器，走査型電子顕
微鏡，原子間力顕微鏡等をはじめとする先端分析機器を導入し，国際的に通用する研究活動の推進を図っている。

「点検・評価」　現在，工学博士を有する専任の研究者 1名を配置して研究活動を行える体制であるため，研究成果が向上してき
ているが，多くのスタッフは診療業務と兼務しているため，より効率良く研究活動が遂行できるよう今後も継続
した工夫が必要である。
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「改 善 方 策」　研究スタッフの増員や設備投資等，より充実した研究ができるような体制作りに努める。また少しでも多くの時
間を研究に割り当てられるよう，臨床業務のチームワークを更に高める。

「目標・改善方策の達成度」　研究教育活動を専任スタッフ指導の下で実施できる体制であり，国際ジャーナルへの論文掲載数お
よび研究の質も高まってきている。

【診療】
「到 達 目 標」　安全で質の高い医療を社会に提供する。特に関節機能障害に苦しむ患者さまの長期機能改善を目標としている。
「現 状 説 明」　診療はそれぞれ専門外来にて施行しており，関節外来では関節専門スタッフによる診療を行っている。スタッフ

は学会・研究会や教育セミナーに積極的に参加し，さらなる知識・技術の向上を目指している。
「点検・評価」　年々手術件数も増加しており，教育・研究も並行して行っているため，余裕を持った医療体制を組むことが難し

いのが現況である。その中で医療レベルを下げることなく，更なる向上を目指している。
「改 善 方 策」　医療の質を低下させないためには，十分な医師数の配備と確保が必要である。さらなる技術・知識の向上をめざ

し，学会への参加や定期的なセミナーの開催を行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　教育・研究がおろそかにならないよう教育セミナー開催，学会活動を並行して行ない，知識・技術

の向上を目指している。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　益々進んでいく高齢社会において，骨・関節疾患は増加の一途をたどっており，その予防および治療を通じ安心

して暮らせるようサポートする。整形外科学およびバイオマテリアル工学の両面から適合性の高いインプラント
材料および機種選定を行い，より安定した長期臨床成績獲得に貢献する。さらに優れた耐久性を有する新規生体
材料やより高精度の低侵襲診断技術開発を目指す。

「現 状 説 明」　多種多様のインプラントを扱う整形外科では，材料工学の知識は欠かせないものであり，手術手技の向上ととも
に，患者毎に適合性の高い最良のインプラントを正しく選定する必要がある。安定した長期臨床成績獲得のため，
最新のエビデンスを学ぶだけでなく，自ら最先端の研究成果をまとめ，論文や学会報告等を通じて社会発信して
いる。また他大学ならびに人工関節メーカーと共同研究を推進し，生体インプラントの耐久性検証，新規インプ
ラントや低侵襲診断技術の研究開発を行っている。

「点検・評価」　定期的な研究会，勉強会を開催している。
「改 善 方 策」　骨・関節疾患治療の理解を深め，最先端の治療法を知るための研修会，講座を続け，社会貢献したい。
「目標・改善方策の達成度」　教育セミナーを月 1回程度で定期的に開催し，研究会にも定期的に参加している。

II.　学術論文
A1. A comparative assessment of metal-

Al2O3 joints formed using two distinct 
transient-liquid-phase-forming interlay-
ers

Journal of Materials Sci-
ence  50（6）：2467-2479, 
2015（IF=2.371）

Portu GD*,  Glaeser AM*,  Reynolds TB*,  Takahashi Y,  
Boff elli M*,  Pezzotti G*

2. Do formalin fi xation and freeze-thaw 
aff ect near-infrared Raman spectroscopy 
of cartilaginous tissue ?  A preliminary ex 
vivo analysis of native human articular 
cartilage

J. Raman Spectrosc 46：
1 1 6 6-1 1 7 2 ,  2 0 1 5
（IF=2.395）

Takahashi Y,  ShishidoT,  Yamamoto K,  Sawaji Y,  
Nishida J,  Pezzotti G*

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. UHMWPE人工股関節ライナーの圧縮
変形が及ぼす影響について

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.22）富山

髙橋　康仁，Pezzotti G*，宍戸　孝明，正岡　利紀，
立岩　俊之，久保　宏介，山本　謙吾
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先端分子探索寄附講座

【教育】
「到 達 目 標」　本寄附講座では臨床医学と密接に関係する疾患関連分子を探索することを目的として設立され，腫瘍や変性疾患

における診断や治療と直結する分子の探索をめざす。先端研究を通じて広く東京医科大学内外における研究者を
育成することを目標として，医学総合研究所・分子腫瘍研究部門および各診療科と密接な連携を取ることにより，
国際的な人材育成に努める。

「現 状 説 明」　本年度は医学総合研究所・分子腫瘍研究部門との連携により，学内の大学院生 5名（修士課程 4名を含む），助
教 3名など，若手研究者の育成をめざした研究支援を行った。

「点検・評価」　血液内科学分野・助教への研究支援により，骨髄異形成症候群での脱メチル化薬の効果予測に関する研究結果を
JSH International Symposiumで発表した。医学総合研究所・分子腫瘍研究部門の修士課程の学生 4名の研究支援
を行い，成果を東京医科大学医学会総会および医薬工 3大学連携シンポジウムで発表したことは，教育支援の評
価に値すると考えられる。

「改 善 方 策」　本年度が最終年度ではあるが，これまでの蓄積を活かして今後も医学部学生の実地教育および診療科の大学院生
および臨床研究医に対して Physician scientistの育成を目指して技術援助とともに東京医科大学医学会総会への発
表等を通じて，教育の充実を図る。

【研究】
「到 達 目 標」　関連部局との積極的な連携により国際的に質の高い研究を行うことが目標である。特に腫瘍や変性疾患における

診断や治療と直結する分子の探索が最終目標であり，臨床にフィードバックできる情報を提供する。
「現 状 説 明」　低酸素環境における造血器腫瘍細胞由来のエクソソーム・マイクロ RNA，および造血幹細胞移植後の移植片対

宿主病に関与する血清エクソソーム miRNA解析はヨーロッパ血液学会で高く評価され，多くの共同研究が国際
誌に公表された。

「点検・評価」　研究面での業績については評価に値すると思われる。
「改 善 方 策」　現状では主に造血器疾患における分子探索を中心に行い本寄附講座の趣旨としては逸脱するものではない。本年

が最終年度ではあるものの，診断に意味を持つ分子探索のみならず今後は治療にも関連する分子探索を推進する
必要があると思われる。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　血液疾患における診断および治療を目的とする分子探索として臨床医学に貢献することを到達目標とし，社会に

貢献するメッセージを発信する。
「現 状 説 明」　本年度は研究のメッセージの媒体として主に論文による発表を行ってきた。
「点検・評価」　これまで造血器腫瘍の診断を中心に検討してきたが，今後は新規治療法の開発に向けて研究を進め，社会的イン

パクトの高い研究を推進すると同時に，その成果をインターネットで社会に配信し，さらには患者の会などを通
じたアウトリーチ活動も視野に入れて研究を展開する。

I.　著書
1. 骨髄異形成症候群，内科学（第 10版） 朝 倉 書 店，1961-1965, 

2015
大屋敷一馬（編：矢崎　義雄*）

2. 細胞死：テロメア・テロメラーゼ，入
門腫瘍内科学（改訂第 2版）

篠原出版，39-41, 2015 大屋敷一馬，大屋敷純子（編：入門腫瘍内科学編集
委員会，監：日本臨床腫瘍学会）

II.　学術論文
A1. Validation of cytogenetic risk groups 

according to International Prognostic 
Scoring Systems by peripheral blood 
CD34+ FISH：Results from a German 
diagnostic study in comparison with an 
international control group

Hematologica 100（2）：
205-213, 2015（IF=5.814）

Braulke F*,  Platzbecker U*,  Müller-Thomas C*,  Götze K*,  
Gotze K*,  Germing U*,  Brümmendorf TH*,  Nolte F*,  Hof-
mann W-K*,  Giagounidis AN*,  Lübbert M*,  Greenberg PL*,  
Bennett JM*,  Solé F*,  Mallo M*,  Slovak ML*,  Ohyashiki K, 
他 15名
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2. Cefozopran, meropenem, or imipenem-

cilastatin versus cefepime as empiric ther-
apy in high-risk febrile neutropenic adult 
patients：A multicenter prospective ran-
domized trial

J Infect Chemother 21
（ 1 ）：1 6-2 2 ,  2 0 1 5
（IF=1.384）

Nakane T*,  Tamura K*,  Hino M*,  Tamaki T*,  Yoshida I*,  
Fukushima T*,  Tatsumi Y*,  Nakagawa Y*,  Hatanaka K*,  
Takahashi T*,  Akiyama N*,  Tanimoto M*,  Ohyashiki K, 他
3名

3. Diff use large B-cell lymphoma resem-
bling a metastatic liver tumor

Br J Haematol 168（1）：1, 
2015（IF=4.711）

Saitoh Y,  Gotoh M,  Katagiri S,  Ohyashiki K

4. Early cytotoxic lymphocyte expansion 
contributes to a deep molecular response 
to dasatinib in patients with newly diag-
nosed chronic myeloid leukemia in the 
chronic phase：results of the D-fi rst study

Am J Hematol 90（9）：
819-824, 2015 （IF=3.798）

Iriyama N*,  Fujisaws S*,  Yoshida C*,  Wakita H*,  Chiba S*,  
Okamoto S*,  Kawakami K*,  Takezako N*,  Kumagai T*,  
Inokuchi K*,  Ohyashiki K, 他 7名

5. Shorter halving for BCR-ABL transcript 
reduction is a novel predictor for achieve-
ment of molecular responses in newly-

diagnosed chronic phase chronic myeloid 
leukemia（CML-CP）treated with dasat-
inib：results of D-First study

Am J Hematol 90（4）：
282-287, 2015 （IF=3.798）

Iriyama N*,  Fujisaws S*,  Yoshida C*,  Wakita H*,  Chiba S*,  
Okamoto S*,  Kawakami K*,  Takezako N*,  Kumagai T*,  
Inokuchi K*,  Ohyashiki K, 他 7名

6. Frequency of del（12p）is commonly 
undetermined in myelodysplastic syn-
dromes：Results from a German diagnos-
tic study in comparison with an interna-
tional control group

Genes Chromosomes Can-
cer  54（12）：809-817, 
2015（IF=4.041）

Braulke F*,  Platzbecker U*,  Müller-Thomas C*,  Götze K*,  
Gotze K*,  Germing U*,  Brümmendorf TH*,  Nolte F*,  Hof-
mann W-K*,  Giagounidis AN*,  Lübbert M*,  Greenberg PL*,  
Bennett JM*,  Solé F*,  Mallo M*,  Slovak ML*,  Ohyashiki K, 
他 15名

7. In vitro eff ect of deferasirox with 5-aza-
cytidine in human leukemia cells

Ann Hematol 94（9）：
1 6 0 1-1 6 0 2 ,  2 0 1 5
（IF=4.041）

Imanishi S,  Takahashi R,  Ohsuga M,  Ohyashiki K,  
Ohyashiki JH

8. Effi  cacy of the polo-like kinase inhibitor 
rigosertib, alone or in combination with 
Abelson tyrosine kinase inhibitors, against 
breakpoint cluster region-c-Abelson-　
positive leukemia cells

Oncotarget 6（24）：20231-

20240, 2015（IF=6.359）
Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Ohyashiki K

9. Anti-leukemic activity of axitinib against 
cells harboring the BCR-ABL T315I point 
mutation

J Hematol Oncol 8（1）：
97, 2015（IF=4.812）

Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Sakuta J,  Ohyashiki K

10. Treatment-free molecular remission 
achieved by combination therapy with 
imatinib and IFNα in CML with BIM 
deletion polymorphism relapsed after stop 
imatinib

Rinsho Ketsueki 56（2）：
216-219, 2015

Katagiri S,  Tauchi T,  Umezu T,  Saitoh Y,  Suguro T,  
Asano M,  Yoshizawa S,  Kitahara T,  Akahane D,  Tanaka 
Y,  Fujimoto H,  Okabe S,  Gotho M,  Ito Y,  Ohyashiki 
JH,  Ohyashiki K

III.　学術刊行物
A1. エクソソームと腫瘍血管 メディカルデビュー社，

血 管 医 学 16（2）：117-

122, 2015

梅津　知宏，大屋敷純子

2. 造血器腫瘍におけるエクソソームを
介した細胞間シグナル伝達機構：多発
性骨髄腫を中心に

科学評論社，血液内科 
71（3）：396-400, 2015

梅津　知宏，大屋敷一馬，大屋敷純子

3. エクソソームに関する最近の知見 日本医事新報社，日本医
事 新 報 4768：65-66, 
2015

大屋敷純子，大屋敷一馬

B1. 鉄過剰症の診断におけるMRIの有用
性

科学評論社，血液内科 
70（3）：331-336, 2015

作田　寿理，伊藤　良和，朴　　辰浩*，大屋敷一馬



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 531S

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Age-related alterations in exosomal miR-

NAs derived from bone marrow mesen-
chymal stromal cells

6th JSH  International 
Symposium（2015.5.22-

23）Karuizawa

Umezu T,  Imanishi S,  Yoshizawa S,  Saitoh Y,  Yama-
moto Y,  Ohyashiki K,  Ohyashiki JH

2. The genome-wide DNA methylation sta-
tus as a predictor of 5-azacytidine in clini-
cal responses

6th JSH  International 
Symposium（2015.5.22-

23）Karuizawa

Asano M,  Kobayashi C,  Umezu T,  Imanishi S,  Azuma 
K,  Akahane D,  Fujimoto H,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

3. BET protein inhibition interferes DNA 
integrity in azacytidine resistant cells 
through interception of ATM signaling

6th JSH  International 
Symposium（2015.5.22-

23）Karuizawa

Imanishi S,  Ohsuga M,  Takahashi R,  Umezu T,  
Kobayashi C,  Katagiri S,  Asano M,  Saitoh Y,  Ohyashiki 
K,  Ohyashiki JH

4. Telomere repeat-containing RNA
（TERRA）, a possible epigenetic bio-

marker of DNA damage phenotype in 
5-azacytidine-resistant leukemia cells

6th JSH  International 
Symposium（2015.5.22-

23）Karuizawa

Azuma K,  Umezu T,  Imanishi S,  Kobayashi C,  Asano 
M,  Katagiri S,  Akahane D,  Ohyashiki K,  Ohyashiki JH

5. Bone marrow mesenchymal stromal cells 
from healthy donors secrete exosomes 
that inhibit in vivo tumor growth and 
angiogenesis in multiple myeloma

20th Congress of European 
Hematology Association
（EHA）（2015.6.11-14）
Vienna, Austria

Umezu T,  Imanishi S,  Azuma K,  Yoshizawa S,  Ohya-
shiki K,  Ohyashki JH

6. Distinct exosomal miRNA expression of 
late onset graft-versus-host disease in 
allogeneic hematopoietic stem cell trans-
plantation

20th Congress of European 
Hematology Association
（EHA）（2015.6.11-14）
Vienna, Austria

Yoshizawa S,  Umezu T,  Saitoh Y,  Gotoh M,  Akahane D,  
Kobayashi C,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

7. The lymphocyte dynamics predicts the 
better response for dasatinib treatment in 
patients with newly diagnosed chronic 
myeloid leukemia in chronic phase

20th Congress of European 
Hematology Association
（EHA）（2015.6.11-14）
Vienna, Austria

Najima Y*,  Iriyama N*,  Fujisawa S*,  Yoshida C*,  Wakita H*,  
Chiba S*,  Okamoto S*,  Kawakami K*,  Takezato N*,  Kuma-
gai T*,  Inokuchi K*,  Ohyashiki K, 他 7名

8. Nilotinib in Japanese patients with chronic 
myeloid leukemia（CML）with subopti-
mal molecular response（MR）to front-
line imatinib：SENSOR final 24-mo 
analysis and BIM genetic variants sub-
study

20th Congress of European 
Hematology Association
（EHA）（2015.6.11-14）
Vienna, Austria

Taniwaki M*,  Miyamura K*,  Miyamoto T*,  Tanimoto M*,  
Yamamoto K*,  Kimura S*,  Kawaguchi T*,  Matsumura I*,  
Hata T*,  Tsurumi H*,  Saito S*,  Hino M*,  Tadokoro S*,  
Meguro K*,  Hyodo H*,  Yamamoto M*,  Kubo K*,  Tsukada 
J*,  Aoki M*,  Okada H*,  Kondo M*,  Yanada M*,  Ohyashiki 
K

9. A comparison of oral levofl oxacin and 
cefepime in patients with low-risk febrile 
neutropenia by the Japan Febrile Neutro-
penia Study Group

20th Congress of European 
Hematology Association
（EHA）（2015.6.11-14）
Vienna, Austria

Yoshida I*,  Ohyashiki K

10. The stemness inhibitor, BB1608, reduces 
the self-renewal of BCR-ABL positive 
leukemia cells

20th Congress of European 
Hematology Association
（EHA）（2015.6.11-14）
Vienna, Austria

Tauchi T,  Okabe S,  Ohyashiki K

11. Leukemia cells under persistent hypoxia 
secrete exosomes enhancing angiogenesis 
in mice

44th Annual Scientific 
Meeting of International 
Society of Experimental 
H e m a t o l o g y（ I S E H）
（2015.9.17-19）Kyoto

Umezu T,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

12. Prognostic impact of rare single abnor-
malities in myelodysplastic syndromes

57th Annual Meeting of 
American Society of 
H e m a t o l o g y（A S H）
（2015.12.5-8）Florida, 
USA

Schanz J*,  Bennett JM*,  Slovak ML*,  Fenaux P*,  Malcovati 
L*,  Cazzola M*,  Valent P*,  Ohyashiki K, 他 5名
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13. A Phase 1/2 study of WT1 peptide cancer 
vaccine WT4869 in patients with myelo-
dysplastic syndromes（MDS）

57th Annual Meeting of 
American Society of 
H e m a t o l o g y（A S H）
（2015.12.5-8）Florida, 
USA

Suzuki T*,  Kizaki M*,  Uike N*,  Abe Y*,  Hidaka M*,  
Tagashira S*,  Tsuchiya S*,  Ohyashiki K,  Miyazaki M*

14. Targeting the hedgehog signaling pathway 
by PF-04449913 limits the self-renewal 
of MDS-derived induced potent stem cells
（iPSC）

57th Annual Meeting of 
American Society of 
H e m a t o l o g y（A S H）
（2015.12.5-8）Florida, 
USA

Tauchi T,  Okabe S,  Katagiri S,  Tanaka Y,  Tohyama K*,  
Ohyashiki K

15. Dual HDAC and PI3K inhibitor, CUDC-

907 alone or in combination with ABL 
tyrosine kinase inhibitor against ABL 
tyrosine kinase inhibitor resistant leuke-
mia cells

57th Annual Meeting of 
American Society of 
H e m a t o l o g y（A S H）
（2015.12.5-8）Florida, 
USA

Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Sakuta J,  Ohyashiki K

16. Anti-leukemic activity of axitinib against 
cells harboring the BCR-ABL point muta-
tion

57th Annual Meeting of 
American Society of 
H e m a t o l o g y（A S H）
（2015.12.5-8）Florida, 
USA

Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Sakuta J,  Ohyashiki K

国内学会
B1. がん微小環境を制御する新たな機構
の解明　－細胞外小胞エクソソーム
を介した骨髄腫細胞－骨髄内間質細
胞間相互作用－

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

梅津　知宏，吉澤成一郎，東　　剣虹，大屋敷一馬，
大屋敷純子

2. エピジェネティックな変化およびテ
ロメア動態を指標とした体細胞初期
化品質の評価系の確立

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

大屋敷純子，梅津　知宏

3. 次世代シーケンサーによるクリニカ
ルシーケンスの実際：骨髄系腫瘍の体
細胞変異解析

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

東　　剣虹，今西　　哲，梅津　知宏，大屋敷一馬，
大屋敷純子

4. 本邦健常者における BCL2L11（BIM）
遺伝的多型の頻度と免疫細胞との関
係

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

藤本　博昭，片桐誠一朗，大屋敷一馬，溝口　　出，
善本　隆之，梅津　知宏，大屋敷純子

5. 骨髄間質細胞由来の老化関連エクソ
ソーム miRNAの解析

第 4回医薬工 3大学包括
連携推進シンポジウム
（2015.6.20）東京

関野　知聖，梅津　知宏，今西　　哲，東　　剣虹，
武内　　健，福岡　　豊*，大屋敷一馬，大屋敷純子

6. Stop-imatinib CML患者末梢血単核球
における免疫関連 miRNAの意義

第 7回血液疾患免疫療法
研 究 会 学 術 総 会
（2015.9.26）東京

大屋敷一馬，溝口　　出，善本　隆之，田内　哲三，
岡部　聖一，片桐誠一朗，梅津　知宏，大屋敷純子

7. Exosome-based therapeutic approach 
using exosomal miRNAs derived from 
bone marrow mesenchymal stromal cells

第 74回日本癌学会学術
総会（2015.10.8-10）名
古屋

Umezu T,  Imanishi S,  Azuma K,  Yoshizawa S,  Ohyas-
hiki K,  Ohyashiki JH

8. 低酸素耐性骨髄腫細胞株の新規樹立
とその解析

第 74回日本癌学会学術
総会（2015.10.8-10）名
古屋

東　　剣虹，武内　　健，梅津　知宏，大屋敷一馬，
大屋敷純子

9. Hypoxia-resistant multiple myeloma cells 
and their exosomes enhances angiogenesis 
in vivo

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Umezu T,  Azuma K,  Yoshizawa S,  Ohyashiki K,  Ohya-
shiki JH
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10. Exosomal miRNA signature of late onset 
acute graft-versus-host disease in allo-
genic hematopoietic stem cell transplanta-
tion

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Yoshizawa S,  Umezu T,  Saitoh Y,  Gotoh M,  Akahane D,  
Kobayashi C,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

11. Predictive factors for successful treatment 
discontinuation of CML patients

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Katagiri S,  Taushi T,  Umezu T,  Tadokoro K*,  Mizoguchi 
I,  Yoshimoto T,  Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

12. Exosomal miRNA signature of bone mar-
row mesenchymal stromal cells derived 
from MDS patients

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Saitoh Y,  Imanishi S,  Umezu T,  Yoshizawa S,  Asano M,  
Fujimoto H,  Akahane D,  Yamamoto Y,  Kobayashi C,  
Ohyashiki JH,  Ohyashiki K

13. Targeting bromodomain protein in aza-
cytidine resistant leukemia cells

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Imanishi S,  Takahashi R,  Ohsuga M,  Umezu T,  
Kobayashi C,  Katagiri S,  Asano M,  Saitoh Y,  Ohyashiki 
K,  Ohyashiki JH

14. BIM deleteion polymorphism may be 
associated with resistance to chemother-
apy for follicular lymphoma

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Ito Y.,  Umezu T,  Tadokoro K,  Saitoh Y,  Katagiri S,  
Suguro T,  Azano M,  Yoshizawa S,  Akahane D,  Fujimoto 
H,  Okabe S,  Gotoh M,  Tauchi T,  Ohyashiki JH,  Ohya-
shiki K

15. Phase 1/2 study of Ponatinib safety and 
effi  cacy in Japanese patients（pts）with 
Ph+ leukemia

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Yamamoto K*,  Tojo A*,  Kyo T*,  Takahashi N*,  Nakamae 
H*,  Kobayashi Y*,  Tauchi T,  Okamaoto S*,  Miyamura K*,  
Iwasaki H*,  Hatake K*,  Matsumura I*,  Usui N*,  Yanase K*,  
Naoe T*,  Ohyashiki K

16. Phosphoinositide 3-kinase inhibitor, 
copanlisib for the treatment of Ph positive 
leukemia cells

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Okabe S,  Tauchi T,  Tanaka Y,  Ohyashiki K

17. Successful treatment with azacitidine after 
CBT for primary refractory AML with 
monosomal karyotype

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Akahane D,  Asano M,  Gotoh M,  Saitoh Y,  Katagiri S,  
Suguro T,  Yoshizawa S,  Sakuta J,  Tanaka Y,  Furuya N,  
Fujimoto H,  Okabe S,  Tauchi T,  Ito Y,  Ohyashiki K

18. Analysis of the data fropm the 4th year 
post makering surveillance（PMS）of 
eculizumab

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Ninomiya H*,  Obara N*,  Chiba S*,  Usuki K*,  Nishiwaki K*,  
Matumura I*,  Shichishima T*,  Okamoto S*,  Nishimura J*,  
Ohyashiki K, 他 10名

19. Antitumor activity of phosphoinositide 
3-kinase inhibitor, copanisib in multiple 
myeloma

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Tanaka Y,  Okabe S,  Tauchi T,  Ito Y,  Ohyashiki K

20. Activity of stemness inhibitor, BBI608, 
on the self-renewal of BCR-ABL1 posi-
tive leukemia cells

第 77回日本血液学会学
術総会（2015.10.16-18）
金沢

Tauchi T,  Okabe S,  Katagiri S,  Tanaka Y,  Ohyashiki K

21. 低酸素耐性骨髄腫細胞株 IM-9-HRの
樹立と性状解析

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

武内　　健，梅津　知宏，東　　剣虹，小林　千晶，
大屋敷一馬，大屋敷純子

22. アザシチジン耐性白血病細胞におけ
る BETファミリー阻害剤の分子機構
の解明

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

大須賀美穂，高橋　諒子，今西　　哲，小林　千晶，
梅津　知宏，片桐誠一朗，大屋敷一馬，大屋敷純子

23. 多発性骨髄腫治療中にアミロイド血
管症による消化管出血を認めた ALア
ミロイド－シス

第 102回新都心血液研究
会・第 37回東京脈管研
究会（2015.11.16）東京

片桐誠一朗，赤羽　大悟，田中　裕子，勝呂多光子，
伊藤　良和，大屋敷一馬

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 日本血液学会　優秀ポスター賞 日 本 血 液 学 会

（2015.10.16）金沢
梅津　知宏
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分子糖尿病学寄附講座

【教育】
「到 達 目 標」　医学生に，単なる国家試験対策にとどまらない，“臨床糖尿病学の楽しさ”を学ばせること。
「現 状 説 明」　第 4学年の系統講義，第 5学年の BSL指導（週に 4コマの小講義，総合口頭試問），第 6学年のセクション講義

の全てにわたり学生教育に深く関与している。
「点検・評価」　毎年の学生アンケートでは好評な反応を得ており，フィードバックをふまえ，さらなる発展をめざしている。
「改 善 方 策」　今後は e-learning『自主自学』を効果的に用いた教育システムの構築を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　90%
【研究】
「到 達 目 標」　“次代を担う糖尿病学の臨床研究者”育成を目標とする。
「現 状 説 明」　当講座在籍教員は毎年の学会発表活動が義務付けられており，最低でも年に 4回の成果発表を行っている。
「点検・評価」　2015年は発表論文：1本（英文），学会発表 10演題を数えた。
「改 善 方 策」　発表論文数の増加を図ること。海外での学会発表を増やすこと。
「目標・改善方策の達成度」　80%
【診療】
「到 達 目 標」　外来・入院いずれの糖尿病診療においても，チーム医療の中心となって指導的役割を果たすこと。
「現 状 説 明」　当講座在籍教員は全員が “日本糖尿病学会専門医”を取得し，高度かつ科学的根拠に基づいた糖尿病診療を実現

している。入院では 1ヶ月あたり約 50～100人の糖尿病患者（主科および他科併診を含む）の診療を担当してい
る。また，週 2回の外来診療に携わり，1ヶ月あたり約 200人の糖尿病患者の診療を担当している。加えて，当
講座在籍職員は病棟糖尿病教室の講師を務めることが必修となっており，毎週入院患者の教育・指導に熱心に携
わっている。さらに，外来および病棟の糖尿病療養士（看護師，薬剤師，栄養士）とも連日カンファの機会を設
けており，教育面でもリーダーシップを取ることが求められている。

「点検・評価」　患者さんからのフィードバックでも良好な反応を得ている。
「改 善 方 策」　現状で進めていくこと。
「目標・改善方策の達成度」　90%

日立市地域産婦人科医療学寄附講座

【教育】
「到 達 目 標」　従来より力を入れている「周産期」「生殖・内分泌」「腫瘍」の 3分野に加え，「女性医学」分野での教育を充実

させ，女性のライフサイクルをトータルで考えられる医師を形成する。
「現 状 説 明」　病棟・各専門外来で，それぞれの分野の特性を学習する。
「点検・評価」　学生により到達度にバラつきがあるので，対策を要する。
「改 善 方 策」　外来実習の時間を増やす。
「目標・改善方策の達成度」　今年度 9月より，外来実習の時間を大幅に増やしたので，以前に比べ多くの症例に接することがで

きるようになった。反面，座学の時間が減っているので，勉強方法の見直しなど，対策を考えてゆく。
【研究】
「到 達 目 標」　学会発表回数・論文執筆の本数を増やす。
「現 状 説 明」　発表を前提とした多施設共同研究を実施中。
「点検・評価」　今年度は教育に対する時間を費やしたので，昨年度の発表回数よりもむしろ減った。
「改 善 方 策」　教育にかける時間から，論文執筆の時間を捻出する。
「目標・改善方策の達成度」　未だ達成できていないので，教育に費やす時間の見直しをさらに進めてゆく。

I.　著書
1. SELECT 2016 医学評論社 野平　知良（編：三苫　　博）
2. 産科診療 Q&A～一つ上を行く診療の
実践～

中外医学社，54-57, 2015 板倉　敦夫*，野平　知良

3. 国試 109 医学評論社 医師国家試験問題解説書委員会*，野平　知良
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 妊娠とくすり 第 372回プライマリーケ

アのためのワンポイン
ト・ レ ク チ ャ ー
（2015.3.18）東京

野平　知良

2. 産科・婦人科の最近の話題 第 7回キャリア・復職支
援ベーシックプログラム
（2015.6.15）東京

野平　知良

3. 日本産科婦人科栄養・代謝研究会特別
事業報告

第 39回日本産科婦人科
栄 養・ 代 謝 研 究 会
（2015.8.21）東京

杉山　　隆*，笹　　秀典*，吉形　玲美*，野平　知良，
古谷　健一*，佐川　典正*

B1. 未だに起こるWernicke脳症～妊娠悪
阻を契機に発症した 1例～

第 39回日本産科婦人科
栄 養・ 代 謝 研 究 会
（2015.8.21）東京

山田　千晶，長谷川　瑛，永光　雄造，伊東　宏絵，
野平　知良，久慈　直昭，井坂　恵一

東北由利本荘・にかほ地域消化器がん研究寄附講座

【研究】
「到 達 目 標」　消化器がん多発地域である当該地域でも消化器がんの早期診断及び治療の臨床研究を行うとともに地域医療連携

の在り方を構築する。
「目標・改善方策の達成度」　前向き臨床研究が進行中である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　更に研究に基づく成果の普及を図り，由利本荘・にかほ医療圏の地域医療の向上に寄与することを目的とする。
「目標・改善方策の達成度」　前向き臨床研究が進行中である。

I.　著書
1. Endoscopic Submucosal Dissection-Prin-

ciple and practice, Part VII dissemination 
of ESD, 24 ESD training in the East

Springer, 229-235, 2015 Gotoda T,  Draganov PV*（Editor：Fukami N*）

2. 今日の治療指針 2015年版（Volume 
57），7 消化管疾患　内視鏡的切除術

医学書院，465, 2015 後藤田卓志（監：山口　　徹*，北原　光夫*）

3. 南山堂医学大辞典 第 20版，執筆者 南山堂，2015 後藤田卓志
4. 症例で身につける消化器内視鏡シ
リーズ　食道・胃 ESD　改訂版　IT
ナイフによる部位別・難易度別の治療
戦略，基礎編 手技のコツとポイント， 
第 2章　EMRと ESDの適応 2.胃癌
に対する内視鏡切除の適応

羊土社，60-64, 2015 後藤田卓志（編：小野　裕之*）

5. 実践編 Case Study：部位別・難易度別
攻略法，第 1章　食道　5.バレット食
道癌

149-155 草野　　央，谷口　浩和*

6. 実践編 Case Study：部位別・難易度別
攻略法，第 2章　胃　14.胃底部

225-230 鈴木　　翔，後藤田卓志

7. 症例で身につける消化器内視鏡シ
リーズ　食道・胃 ESD　改訂版　IT
ナイフによる部位別・難易度別の治療
戦略，コメンテーター

羊土社，2015 後藤田卓志

8. 消化器疾患 最新の治療 2015-2016, III.　
消化管疾患 B.胃・十二指腸　9.胃癌　
a. 早期胃癌の内視鏡的治療

南江堂，161-165, 2015 草野　　央，後藤田卓志
（編：菅野健太郎*，上西　紀夫*，小池　和彦*）
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9. 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，
5章 ABC検診・内視鏡検診・X線検
診徹底比較 1 X線検診と ABCリスク
検査＋胃内視鏡検査のランダム化比
較試験

日本医事新報社，131-

137, 2015
後藤田卓志（編：三木　一正*）

II.　学術論文
A1. Safety of gastroenterologist-guided seda-

tion with propofol for upper gastrointesti-
nal therapeutic endoscopy in elderly 
patients compared with younger patients

Gut Liver 9（1）：38-42, 
2015（IF=2）

Nonaka M,  Gotoda T,  Kusano C,  Fukuzawa M,  Itoi T,  
Moriyasu F

2. Endoscopic ultrasound-guided placement 
of plastic vs. bifl anged metal stents for 
therapy of walled-off  necrosis：a retro-
spective single-center series

Endoscopy 47（1）：47-55, 
2015（IF=5.634）

Mukai S,  Itoi T,  Baron TH*,  Sofuni A,  Itokawa F,  Kuri-
hara T*,  Tsuchiya T,  Ishii K,  Tsuji S,  Ikeuchi N,  Tanaka 
R,  Umeda J,  Tonozuka R,  Honjo M,  Gotoda T,  Mori-
yasu F,  Yasuda I*

3. Expanding endoscopic interventions for 
pancreatic pseudocyst and walled-off 
necrosis

J Gastroenterol 50（2）：
211-220, 2015（IF=4.414）

Mukai S,  Itoi T,  Sofuni A,  Itokawa F,  Kurihara T,  
Tsuchiya T,  Ishii K,  Tsuji S,  Ikeuchi N,  Tanaka R,  
Umeda J,  Tonozuka R,  Honjo M,  Gotoda T,  Moriyasu F

4. Demonstration of the usefulness of epi-
genetic cancer risk prediction by a multi-
centre prospective cohort study

G u t  6 4（3）：3 8 8-3 9 6 , 
2015（IF=14.921）

Asada K*,  Nakajima T*,  Shimazu T*,  Yamamichi N*,  
Maekita T*,  Yokoi C*,  Oda I*,  Ando T*,  Yoshida T*,  Nanjo 
S*,  Fujishiro M*,  Gotoda T,  Ichinose M*,  Ushijima T*

5. Clinical impact of gastroenterologist-
administered propofol during esophago-
gastroduodenoscopy：a randomized com-
parison at a single medical clinic

Gastric Cancer 18（2）：
326-331, 2015（IF=4.404）

Yamamoto H*,  Gotoda T,  Nakamura T*,  Yamamoto T*,  
Kikuchi H*,  Kitamura M*,  Itoi T,  Moriyasu F

6. Feasibility of non-anesthesiologist-
administered propofol sedation for emer-
gency endoscopic retrograde cholangio-
pancreatography

Gastroenterol Res Pract, 
685476, 2015（IF=1.742）

Ikeuchi N,  Itoi T,  Gotoda T,  Kusano C,  Kono S,  
Kamada K,  Tsuchiya T,  Tominaga N,  Mukai S,  Mori-
yasu F

7. EUS-guided drainage of hepatic abscess 
and infected biloma using short and long 
metal stents（with videos）

Gastrointest Endosc 81
（6）：1463-1469, 2015
（IF=6.217）

Tonozuka R,  Itoi T,  Tsuchiya T,  Sofuni A,  Ishii K,  Ikeu-
chi N,  Umeda J,  Tanaka R,  Mukai S,  Gotoda T,  Mori-
yasu F

8. Clinical evaluation of endoscopic ultraso-
nography-guided drainage using a novel 
fl ared-type bifl anged metal stent for pan-
creatic fl uid collection

Endosc Ultrasound 4（2）：
120-125, 2015（IF=2.794）

Mukai S,  Itoi T,  Sofuni A,  Tsuchiya T,  Gotoda T,  Mori-
yasu F

9. Clinical impact of endoscopy position 
detection unit（UPD-3）for a non-

sedated colonoscopy

World J Gastroenterol 21
（16）：4903-4910, 2015
（IF=2.787）

Fukuzawa M,  Uematsu J,  Kono S,  Suzuki S,  Sato T,  
Yagi N,  Tsuji Y,  Yagi K,  Kusano C,  Gotoda T,  Kawai T,  
Moriyasu F

10. Randomized controlled trial comparing 
gastric cancer screening by gastrointesti-
nal X-ray with serology for Helicobacter 
pylori and pepsinogens followed by gas-
trointestinal endoscopy

Gastric Cancer 18：605-

611, 2015（IF=4.404）
Gotoda T,  Ishikawa H*,  Ohnishi H*,  Sugano K*,  Kusano C,  
Yokoi C*,  Matsuyama Y*,  Moriyasu F

11. Curative endoscopic submucosal dissec-
tion of large nonpolypoid superfi cial neo-
plasms in ulcerative colitis（with videos）

Gastrointest Endosc 82
（ 4）：7 3 4-7 3 8 ,  2 0 1 5
（IF=6.217）

Lacopini F*,  Saito Y,  Yamada M*,  Grossi C*,  Rigato P*,  
Costamagna G*,  Gotoda T,  Matsuda T*,  Scozzarro A*

12. Growth Patterns of signet ring cell carci-
noma of the stomach for endoscopic 
resection

Gut Liver 9（6）：720-726, 
2015（IF=2）

Kim H*,  Kim JH*,  Lee YC*,  Kim H*,  Youn YH*,  Park H*,  
Choi SH*,  Noh SH*,  Gotoda T
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13. Association of gastric cancer risk factors 
with DNA methylation levels in gastric 
mucosa of healthy Japanese：a cross-sec-
tional study

Carcinogenesis 36（11）：
1 2 9 1-1 2 9 8 ,  2 0 1 5
（IF=4.874）

Shimazu T*,  Asada K*,  Charvat H*,  Kusano C,  Otake Y*,  
Kakugawa Y*,  Watanabe H*,  Gotoda T,  Ushijima T*,  Tsu-
gane S*

14. Diff erences in the endoscopic detection 
rates of Barrett’s esophagus using the Jap-
anese and Western criteria：a pilot study

Esophagus, pp 1-5, First 
online：.1.February 2015
（IF=0.386）

Kusano C,  Gotoda T,  Kaltenbach T*,  Soetikno R*,  Mori-
yasu F

15. Morphologic and histologic changes in 
gastric adenomas after helicobacter pylori 
eradication：A long-term prospective 
analysis

Helicobacter 20（6）：431-

437, 2015（IF=3.92）
Suzuki S,  Gotoda T,  Suzuki H,  Kono S,  Iwatsuka K,  
Kusano C,  Oda I,  Sekine S,  Moriyasu F

16. 胃内視鏡的粘膜下層剥離術における
デンタルフロス付きクリップ牽引法
の有効性について

Progress of Digestive　
Endoscopy 87（1）：40-44, 
2015

古賀　幹教，鈴木　　翔，佐藤　丈征，草野　　央，
福澤　誠克，後藤田卓志，森安　史典

17. 十二指腸病変の内視鏡治療における
ポリグリコール酸シートとフィブリ
ン糊による被蓋法の経験

Progress of Digestive　
Endoscopy 87（1）：150-

153, 2015

阿部　正和，草野　　央，鈴木　　翔，古賀　幹教，
河野　　真，佐藤　丈征，桑田　直子，福澤　誠克，
後藤田卓志，森安　史典

B1. Guidelines for sedation in gastroentero-
logical endoscopy

Dig Endosc 27（4）：435-

449, 2015
Obara K*,  Haruma K*,  Irisawa A*,  Kaise M*,  Gotoda T,  
Sugiyama M*,  Tanabe S*,  Horiuchi A*,  Fujita N*,  Ozaki M*,  
Yoshida M*,  Matsui T*,  Ichinose M*,  Kaminishi M*

2. The desired balance between treatment 
and curability in treatment planning for 
early gastric cancer

Gastrointestinal Endoscopy 
82（2）：308-310, 2015

Gotoda T,  Yang HK*

3. Diagnostic potential of endoscopic ultra-
sonography-elastography for gastric sub-
mucosal tumors

Dig Endosc 27 Suppl 1：
23, 2015

Azuma M*,  Kusano C,  Gotoda T

4. Endoscopic biopsies from gastrointestinal 
carcinomas and their suitability for molec-
ular analysis：a review of the literature 
and recommendations for clinical practice 
and research

Histopathology 67（2）：
147-157, 2015

Hale MD*,  Gotoda T,  Hayden JD*,  Grabsch HI*

5. Can endoscopic atrophy predict histologi-
cal atrophy? Historical study in United 
Kingdom and Japan

World J Gastroenterol 21
（46）：13113-13123, 2015

Kono S,  Gotoda T,  Yoshida S*,  Oda I*,  Kondo H*,  Gatta 
L*,  Naylor G*,  Dixon M*,  Moriyasu F,  Axon A*

C1. Therapeutic endoscopic retrograde chol-
angiopancreatography using a large dilat-
ing balloon in a patient with upside-down 
stomach and bile duct stones（with 
video）

J Hepatobiliary Pancreat 
Sci 22（2）：177-179, 2015

Itoi T,  Watanabe H*,  Gotoda T,  Tsuda H*,  Ootaka H*

2. H. pylori 除菌 16 年後に診断され，
ESDにて切除し得た幽門前庭部癌の 1
例

Progress of Digestive　
Endoscopy 86（1）：7, 146-

147, 2015

山城　奈々，後藤田卓志，阿部　正和，勝呂　麻弥，
古賀　幹教，河野　　真，鈴木　　翔，佐藤　丈征，
桑田　直子，辻　雄一郎，八木　健二，草野　　央，
福澤　誠克，河合　　隆，松林　　純，森安　史典

III.　学術刊行物
A1. 腸内細菌の最近の研究 東医大誌 73（1）：16-17, 

2015
後藤田卓志

2. べからず集 2015, 「胃・十二指腸」べ
からず：早期胃癌－こんな症例 ESD
するべからず

消化器内視鏡 27（2）：
221-223, 2015

鈴木　　翔，後藤田卓志，森安　史典
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3. 消化器内視鏡診療における適切な鎮
静法－新ガイドラインの正しい理解・
運用のために：高齢者を対象とした内
視鏡診療における適切な鎮静法

臨牀消化器内科 30（5）：
565-570, 2015

八木　直子，後藤田卓志，鈴木　　翔，河野　　真，
岩塚　邦生，森安　史典

4. ここまでできる！消化器内視鏡治療：
早期胃がんに対する ESD

成人病と生活習慣病 45
（3）：322-328, 2015

草野　　央，後藤田卓志

5. 内科疾患の診断基準・病型分類・重症
度：第 2章 消化器　胃がん

内 科 115（6）：951-954, 
2015

河野　　真，後藤田卓志，森安　史典

6. 消化器疾患の治療・検査で使われる
薬・休薬する薬：内視鏡検査・治療時
の鎮静における基礎知識と最近の動
向

消化器最新看護 20（3）：
82-88, 2015

河野　　真，後藤田卓志

7. 処置具を使いこなす：消化管穿孔・瘻
孔閉鎖　ESD術中穿孔に用いる処置
具を使いこなすコツ

消化器内視鏡 27（8）：
1366-1369, 2015

古賀　幹教，鈴木　　翔，阿部清一郎*，滝沢　耕平*，
後藤田卓志

B1. Round-table discussion：次世代の早期
胃癌内視鏡治療はどう進むのか ?

胃がん perspective 8（2）：
77-85, 2015

田中　信治*（司会），小野　裕之*，北川　雄光*，
後藤田卓志

2. 第 100回日本消化器内視鏡学会関東地
方会論文集：がん根治を目指した内視
鏡治療－限界と挑戦－（司会者統括）

Progress of Digestive 
Endoscopy 87（1）：26-27, 
2015

後藤田卓志，斎藤　　豊

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Gastric neoplasia：Incidence and risk fac-

tors of metachronous gastric cancer after 
endoscopic resection and successful heli-
cobacter pylori eradication：results from 
A large-scale, multicenter cohort study in 
Japan（Topic forum）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington DC, USA

Mori G*,  Nakajima T*,  Oda I*,  Asada K*,  Shimazu T*,  
Yamamichi N*,  Maekita T*,  Yokoi C*,  Fujishiro M*,  Gotoda 
T,  Ichinose M*,  Ushijima T*

2. New techniques in endoscopy and colo-
noscopy：Large non-polypoid superfi cial 
neoplasms in ulcerative colitis：Curative 
resection by endoscopic submucosal dis-
section（Topic forum）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington DC, USA

Lacopini F*,  Saito Y,  Yamada M*,  Costamagna G*,  Gotoda 
T,  Grossi C*,  Matsuda T*,  Scozzarro A*

B1. Can endoscopic atrophy predict histologi-
cal atrophy?

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington DC, USA

Kono S,  Gotoda T,  Suzuki S,  Kusano C,  Fukuzawa M,  
Moriyasu F

2. Useful of the simplifi ed traction method 
for endoscopic submucosal dissection of 
gastric neoplasms；propensity score 
matching analysis

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington DC, USA

Suzuki S,  Gotoda T,  Kobayashi Y,  Kono S,  Kusano C,  
Fukuzawa M,  Moriyasu F

3. Prognostic variables of successful 
colorectal Endoscopic Submucosal Dis-
section（ESD）

Digestive Disease Week 
2015：ASGE（2015.5.16-

19）Washington DC, USA

Lacopini F*,  Saito Y,  Costamagna G*,  Elisei W*,  Montag-
nese F*,  Gotoda T,  Scozzarro A*

国内学会
A1. 消化器癌診断，治療の現状と工夫：胃

ESD時における内科医によるプロポ
フォール鎮静の安全性についての検
討（シンポジウム）

日本消化器病学会第 198
回 東 北 支 部 例 会
（2015.2.7）仙台

草野　　央，山本健治郎，後藤田卓志，森安　史典
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2. Helicobacter pylori除菌時代における胃
食道逆流関連疾患：GERD関連疾患に
おける低用量アスピリンと H. pylori
感染の影響（ワークショップ）

第 11回日本消化管学会
総会学術集会（2015.2.13-

14）東京

内藤咲貴子，河合　　隆，杉本　弥子，福澤　麻理，
福澤　誠克，後藤田卓志，森安　史典，山科　　章

3. 若手医師（35歳以下）によるパネル
ディスカッション：これが知りたい！
診断から治療までの pitfall，トラブル
シューティング（症例検討）（パネ
ラー）

胃癌学会付置研究会第 1
回 ESD研究会（2015.3.5）
広島

鈴木　　翔

4. 胃癌の歴史 創造期：胃 ESDの誕生か
ら普及に向けて（企画演題：胃癌の歴
史）

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

後藤田卓志，小野　裕之*，近藤　　仁*，斎藤　大三*，
吉田　茂昭*，細川　浩一*

5. 世界の胃癌治療の現状と日本の果た
すべき役割～外科医，内科医，病理医
から見た取り組み～：早期胃癌に対す
る内視鏡的切除術の現状と未来（特別
企画）

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

後藤田卓志

6. 消化器疾患診断・治療のための医療技
術開発：胃 ESDの開発経緯と舞台裏
（Clinical Research　Workshop）

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

後藤田卓志，小野　裕之*

7. 上部消化管における advanced diagnos-
tic endoscopy（ADE）：上部消化管 IEE
の課題と将来展望：NBI併用拡大内視
鏡観察による胃病変診断能は短時間
講義で習得できるか ?（JGES Core 
Session-パネルディスカッション）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

草野　　央，山本　頼正*，角嶋　直美*

8. 胃・十二指腸腫瘍に対する EMR/ESD
の課題と将来展望：胃内視鏡的粘膜下
層剥離術におけるデンタルフロス付
きクリップ牽引法の有効性について
－傾向スコアによる共変量調整法を
用いて－（ビデオシンポジウム）

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

鈴木　　翔，後藤田卓志，森安　史典

9. がん根治を目指した内視鏡治療－限
界と挑戦－：食道 ESDにおける鎮静
と全身麻酔の選択（シンポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

桑田　直子，後藤田卓志，草野　　央，八木　健二，
辻　雄一郎，鈴木　　翔，佐藤　丈征，河野　　真，
植松　淳一，山内　芳也，古賀　幹教，福澤　誠克，
立花　慎吾，土屋　明彦，河合　　隆，森安　史典

10. がん根治を目指した内視鏡治療－限
界と挑戦－：胃内視鏡的粘膜下層剥離
術におけるデンタルフロス付きク
リップ牽引法の有効性について（シン
ポジウム）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，鈴木　　翔，佐藤　丈征，
草野　　央，福澤　誠克，森安　史典

11. 内視鏡を活用したあらたな診療展開
－大腸－：右側結腸からの憩室出血に
対し小腸内視鏡用オーバーチューブ
を用いてバリウム充填法を施行した 3
症例（ワークショップ）

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，草野　　央，福澤　誠克，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　健二，辻　雄一郎，
桑田　直子，植松　淳一，山内　芳也，森安　史典

12. 胃がんとピロリのはなし（特別講演） 第 222回秋田県消化器
病・ 内 視 鏡 研 究 会
（2015.6.25）秋田

後藤田卓志
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13. 若年者の感染対策：二次医療圏（由利
本荘・にかほ市）における中学生
H.pylori感染検査事業の立ち上げ（パ
ネルディスカッション）

第 21回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-27）神戸

草野　　央，後藤田卓志

14. 胃がん検診の問題点：胃がん検診の無
作為割付試験における割付の妥当性
について（ワークショップ）

第 21回日本ヘリコバク
タ ー 学 会 学 術 集 会
（2015.6.26-2015.6.27）神
戸

河野　　真，後藤田卓志，八木　直子，佐藤　丈征，
古賀　幹教，鈴木　　翔，草野　　央

15. ESDにおけるトラブルシューティン
グ（ランチョンセミナー）

第 114回日本消化器内視
鏡学会中国支部例会
（2015.6.28）広島

後藤田卓志

16. 消化器疾患の診断にチャレンジ！（症
例コメンテーター）

第 4回ドクターガストロ
（2015.7.4）東京

後藤田卓志

17. ESDのあゆみ，これからの内視鏡治
療：ITknifeを用いた胃 ESD～基本か
ら応用まで～（サテライトシンポジウ
ム）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.10.8-

2015.10.10）東京

後藤田卓志

18. 機能性上部消化管疾患の病態と新規
治療：ESD後の人工的潰瘍は前庭部運
動機能を低下させるが，適応性弛緩に
は影響しない～前向き研究から～
（ワークショップ）

第 57回日本消化器病学
会大会・第 90回日本消
化器内視鏡学会総会合同
（2015.10.8-2015.10.11）
東京

河野　　真，後藤田卓志，森安　史典

19. 上部消化管における advanced diagnos-
tic endoscopy （ADE）：エビデンスと新
たな展開：Dual red imagingによる食
道静脈瘤の視認性変化（JGES Core 
Session：ワークショップ）

第 90回日本消化器内視
鏡学会総会・第 57回日
本消化器病学会大会合同
（2015.10.8-2015.10.11）
東京

古市　好宏，後藤田卓志，森安　史典

20. 秋田県由利本庄市との出会いと地域
における胃がん研究（教育講演）

第 64回日本農村医学会
学 術 総 会（2015.10.22-

2015.10.23）秋田

後藤田卓志

21. 内視鏡検査時のセデーションについ
て（基調講演）

第 34回東北消化器内視
鏡技師研究会（2015.12.6）
仙台

河野　　真

B1. 内視鏡所見と消化器症状の検討 第 47回胃病態機能研究
会（2015.2.14-2015.2.15）
東京

桑田　直子，河合　　隆，内藤咲貴子，杉本　弥子，
福澤　麻理，福澤　誠克，植松　淳一，佐藤　丈征，
八木　健二，草野　　央，後藤田卓志，森安　史典

2. 再発腸重積を契機に外科切除された
大腸リンパ管腫の一例

日本消化器病学会関東支
部 第 333 回 例 会
（2015.2.28）東京

山本健治郎，後藤田卓志，河野　　真，草野　　央，
糸井　隆夫，森安　史典

3. 上行結腸憩室出血に対しシングルバ
ルーン内視鏡およびオーバーチュー
ブを用いてバリウム充填を行った 1例

日本消化器病学会関東支
部 第 333 回 例 会
（2015.2.28）東京

古賀　幹教，後藤田卓志，草野　　央，福澤　誠克，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　健二，辻　雄一郎，
桑田　直子，植松　淳一，山内　芳也，森安　史典

4. 胃がん検診における X線検診と血清
リスク検診の無作為割り付け試験
（GALAPAGOSS study）

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

草野　　央，後藤田卓志，石川　秀樹*，大西　洋英*，
松山　　裕*，菅野健太郎*，森安　史典

5. 胃病変の内視鏡的粘膜下層剥離術に
おけるデンタルフロス付きクリップ
による牽引法の有効性について

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

鈴木　　翔，後藤田卓志，河野　　真，岩塚　邦生，
八木　直子，佐藤　丈征，辻　雄一郎，八木　健二，
草野　　央，森安　史典

6. 胃腺腫に対する Helicobacter pylori除
菌の影響

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

鈴木　　翔，後藤田卓志，鈴木　晴久*，河野　　真，
岩塚　邦生，八木　直子，草野　　央，小田　一郎*，
関根　茂樹*，森安　史典
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7. 内視鏡的委縮と組織学的委縮の日英
の比較

第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

河野　　真，後藤田卓志，草野　　央，岩塚　邦生，
鈴木　　翔，小田　一郎*，Axon A*,  森安　史典

8. Dual red imaging機能を用いた新しい
食道静脈瘤診断方法

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

古市　好宏，後藤田卓志，森安　史典

9. 胃 GISTを ESDにて局所切除し，遅
発生穿孔予防に内視鏡的組織被覆法
を行った 1例

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

植松　淳一，福澤　誠克，古賀　幹教，河野　　真，
佐藤　丈征，鈴木　　翔，八木　直子，辻　雄一郎，
山本　　圭，八木　健二，後藤田卓志，河合　　隆，
森安　史典

10. 上部消化管内視鏡スクリーニングに
おける抗血栓薬服用者の現状と新ガ
イドライン作成後の遵守状況

第 89回日本消化器内視
鏡学会総会（2015.5.29-

31）名古屋

河野　　真，後藤田卓志，森安　史典

11. 非乳頭部原発十二指腸腫瘍に対する
治療法選択－臨床病理学的検討およ
び内視鏡治療成績から－

第 175回東京医科大学医
学会総会（2013.6.6）東
京

竹内　眞美，福澤　誠克，草野　　央，八木　健二，
辻　雄一郎，八木　直子，佐藤　丈征，鈴木　　翔，
後藤田卓志，森安　史典

12. 十二指腸病変の内視鏡治療後潰瘍に
対するポリグリコール酸シートと
フィブリン接着剤併用被蓋法の使用
経験

第 100回日本消化器内視
鏡 学 会 関 東 地 方 会
（2015.6.13-14）東京

阿部　正和，後藤田卓志，古賀　幹教，佐藤　丈征，
鈴木　　翔，八木　直子，草野　　央，福澤　誠克，
森安　史典

13. 消化管　胃：H. pylori除菌後　胃腫瘍
の診断 読影者

第 16回臨床消化器病研
究会（2015.7.25）東京

草野　　央

14. NBI併用拡大内視鏡観察による胃病変
診断能は短時間講義で向上するか ?

第 12回拡大内視鏡研究
会（2015.9.19）横浜

草野　　央，山本　頼正*，角嶋　直美*

15. 胃アニキサス症と同時に胃癌，食道癌
が発見された一例

日本消化器病学会関東支
部 第 336 回 例 会
（2015.9.26）東京

清宮　　怜，桑田　直子，古賀　幹教，青木　勇樹，
杉本　暁彦，河野　　真，佐藤　丈征，八木　健二，
後藤田卓志，森安　史典，米澤　　仁*，渋谷　　豪*，
鈴木　和臣*，成宮　孝祐*，山本　雅一*

16. ABC検診における D群の内視鏡的委
縮からの再評価

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）東
京

辻　雄一郎，福澤　誠克，後藤田卓志，草野　　央，
八木　健二，桑田　直子，佐藤　丈征，河野　　真，
森安　史典，河合　　隆

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. Best reviewers award for 2014 Dig Endsc：Digest ive 

Endoscopy（2015.4.14）
Japan Gastroenterological 
Endoscopy Society

Kusano C

B1. REAL-TAC seminar：日常診療におけ
る酸分泌抑制薬の意義－H. pylori除菌
から上部内視鏡治療を踏まえて－（講
演）

消化器専門医のための消
化器最新情報・手技セミ
ナ ー R E A L-T A C
（2015.1.31）東京

後藤田卓志

2. 胃 ESD施行にあたって知っておくべ
きガイドライン（特別講演）

上部消化管セミナー
（2015.3.19）神戸

後藤田卓志

3. 日常診療における酸分泌抑制薬の意
義（特別講演）

由利本荘・にかほ地区酸
分 泌 疾 患 研 究 会
（2015.3.30）由利本荘

後藤田卓志

4. 日常診療における酸分泌抑制薬の意
義（特別講演）

第 120回大曲仙北医師会
学術講演会（2015.4.17）
仙北

後藤田卓志

5. ピロリ菌低感染・除菌時代の胃癌診断
のコツ（講演）

Next TV Symposium 2015 
エキスパートに学ぶ胃癌
（2015.4.27）（TV配信）

後藤田卓志
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6. ESDにおける偶発症への対策～出血
管理・穿孔対策・麻酔まで～（keynote 
lecture）

第 1 回 ESD セ ミ ナ ー
（2015.5.8）北九州

後藤田卓志

7. エキスパートに学ぶ胃癌：ピロリ菌低
感染・除菌時代の胃癌診断のコツ

Next Magazine 通算第 15
号：3-4, 2015（2015.6.1）
（リーフレット）

後藤田卓志

8. primary care Q&A プライマリケア医の
質問に答える：エキスパートに学ぶ胃
癌（監修）

Next Magazine 通算第 15
号：5-6，2015（2015.6.1）
（リーフレット）

後藤田卓志

9. 胃 ESDにおける偶発症対策～穿孔・
止血・鎮静など～（講演）

消化器内視鏡手技セミ
ナー（2015.6.5）深谷

後藤田卓志

10. 胃がん検診の終わりの始まり 特定 NPO法人 日本胃が
ん予知・診断・治療研究
機構 Gastro-Health Now 
第 3 6 号：1-2 ,  2 0 1 5
（2015.6.15）（機関誌）

後藤田卓志

11. 特集「がん」で死なない！ がん名医
の健康法：規則正しい食生活，仕事に
優先順位をつけること（取材協力）

サンデー毎日：136-137, 
2015（2015.6.21）（一般誌）

後藤田卓志

12. ESDの功罪（特別講演） 第 19 回青森 ESD カン
ファランス（2015.6.27）
五所川原

後藤田卓志

13. ABC検診の現状と問題点：除菌治療
も含めて（特別講演）

タケキャブ錠発売記念講
演会（2015.6.30）相模原

後藤田卓志

14. 胃癌の内視鏡治療（講師） 第 30回日本消化器内視
鏡学会関東セミナー
（2015.7.12）東京 /テキ
スト p.34-41

後藤田卓志

15. 胃がんの検診及び予防について（特別
講演）

横手市胃がん予防市民
フォーラム－ヘリコバク
ター・ピロリ除菌で胃が
ん予防！－（2015.7.26）
横手

後藤田卓志

16. 基本手技の標準化を目指して（術者・
コメンテーター）

第 9回広島消化管内視鏡
ラ イ ブ セ ミ ナ ー
（2015.8.22）広島

後藤田卓志

17. Guest Faculty：ライブデモンストレー
ション，総合討論・質疑応答ディス
カッサー

第 2回東北 GI Innovation 
ライブセミナー in 仙台
（2015.8.29）仙台

後藤田卓志

18. ライブデモンストレーション：アシス
タント

第 2回東北 GI Innovation 
ライブセミナー in 仙台
（2015.8.29）仙台

鈴木　　翔

19. 第 89回日本消化器内視鏡学会総会 ラ
ンチョンセミナー：新た場先端系デバ
イスによる ESD治療戦略（司会コメ
ント：はじめに，統括）

ツナガル！医療情報マガ
ジン MEDISTER 特別編
集リーフレット，2015
（2015.9.1）（リーフレッ
ト）

後藤田卓志

20. 胃癌の診療とピロリ感染 第 114回消化器病研究会
（2015.9.11）成田

後藤田卓志

21. 症例検討（座長） 多摩消化器フォーラム
2015（2015.9.19）武蔵野

後藤田卓志，山口　康晴*
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22. 症例検討：症例提示 多摩消化器フォーラム
2015（2015.9.19）武蔵野

草野　　央

23. 症例検討（司会） 第 263 回 木 曜 会 例 会
（2015.10.1）東京

後藤田卓志

24. 早期胃癌に対する ESDの現状と今後 消 化 管 疾 患 懇 話 会
（2015.10.28）大阪

後藤田卓志

シミュレーションセンター

【教育】
「到 達 目 標」　シミュレーションセンターの利用者数の向上，センター単独での指導者養成定期コースの充実，学生対象のシミュ

レーショントレーニングコースの開発と実施，看護学科との連携した教育実践。
「現 状 説 明」　センターの利用者数は，のべ約 1万人となった。生涯教育センターと連携した定期コースは，昨年度からの継続

コースの実施及び，感染防御を焦点とした新たなコースを開発した。センター単独でのコースとしては，看護師
対象の「英語でしゃべらナース」簡単な英語で患者と対応する状況をシミュレーションするコースを開発，看護
学生対象の国家試験の状況設定問題をシミュレーションで学ぶ「阿部塾」を開発した。その他指導者養成コース
は昨年度同様に，理論と実践で学ぶコースを定期的に開催，外国人講師を招いて行う「シミュレーション基盤型
教育の指導法」も開催した。学生対象の授業では，東京薬科大と連携して多職種連携教育（IPE）を開発し実施
した。

「点検・評価」　センターの運営としては，目標達成した。来年度もこのスペースで継続していく。
　　　　　　　看護学科との連携した教育実践の構築が課題。
「改 善 方 策」　新たにシナリオ作り・トレーニングの実施に必要な人材確保。指導者の育成 10名程度。
　　　　　　　医学科・看護学科連携のシミュレーション教育の構築。
「目標・改善方策の達成度」　目標については，100%達成した。改善対策は，人員の補充なく改善方策の 50%の達成。
【研究】
「到 達 目 標」　新たに研究費を獲得し研究を開始。その結果を学会発表 2つ，英文での論文発表 1本。
「現 状 説 明」　平成 27年度科学研究費助成事業：シミュレーションによる多職種連携教育が医療系学生のチーム実践力に及ぼ

す影響，テルモ株式会社からの受託研究：シミュレーション教育を中心とする医療者向けトレーニング用医療安
全プログラムでの研究費を取得して研究を行った。結果の発表は次年度の予定。学術論文としては，海外講師と
連携して実施してきた指導者養成コースの受講者評価を調査して教育実践論文として日本医学教育学会誌に掲
載。

「点検・評価」　新な研究費の獲得と研修の開始は評価できるが，結果を発表するにはいたらなかった点が課題となる。新たなシ
ミュレーションコースの開発，センターの運営を一人で行っていることから，研究の時間を確保できないことも
課題である。

「改 善 方 策」　次年度は，本年度開始した研究の結果を公表していく。英文 1本，邦文 1本，学会発表 2から 3本を目標とする。
そのために，研究時間の確保，センター員の確保により研究・教育の負担を減らす。また，さらなる公的な資金
の獲得とともに，研究チームを発足し活動していく。

「目標・改善方策の達成度」　目標についての到達度は 50%。公的資金の獲得などは達成できたが，時間や人の確保などが改善
できずに。改善方策については，20%の達成。

I.　著書
1. 1年で育つ！新人 &先輩ナースのため
のシミュレーション・シナリオ集　冬
編

日本看護協会出版会，
2015

阿部　幸恵，冷水　　育（編：阿部　幸恵）

2. 症状別　病態生理とフィジカルアセ
スメント 呼吸器系の病態生理とフィ
ジカルアセスメント

照林社，2-32, 2015 阿部　幸恵，東恩納美樹，冷水　　育
（編著：阿部　幸恵）

3. 循環器系の病態生理とフィジカルア
セスメント　Story3 “胸が痛い”…胸部
圧迫感

33-39

4. いっしょに学ぼう！心電図波形の読
み方

40-44
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5. Story5 “胸が締めつけられるようだ”…
胸部絞扼感

59-70

6. Story6 “息が苦しい”…呼吸困難 71-84
7. 消化器系の病態生理とフィジカルア
セスメント　Story7 “お腹が痛い”…腹
痛①

87-92

8. 脳神経・運動器系の病態生理とフィジ
カルアセスメント　Story10 “突然，頭
が痛くなる”…頭痛

127-140

9. 内分泌・代謝系，腎泌尿器系の病態生
理 と フ ィ ジ カ ル ア セ ス メ ン ト　
Story13 “悪心や手の震えがある”…低
血糖

169-178

10. 皮膚・感覚器系の病態生理とフィジカ
ルアセスメント　Story17 “視野が欠け
て見える”…視野欠損

215-224

11. 小児科，婦人科，高齢者の病態生理と
フィジカルアセスメント　Story18 “嘔
吐，発熱，下痢などがみられる”…脱
水

227-240

12. いっしょに学ぼう！小児の発熱 241
13. 全身の血管の炎症を引き起こす川崎
病

243-244

14. Story19 “リンパ節が晴れている”…リ
ンパ節腫脹

245-254

15. Story20 “骨が折れた”…骨折 255-266

II.　学術論文
C1. 教育実践研究　国際的シミュレー
ション指導者教育プログラムの日本
人受講生に対する教育効果：Funda-
mental Simulation Instructional Method
（FunSim）受講者サーベイより

医 学 教 育 46（5）：409-

418, 2015
赤嶺　陽子*，Benjamin W.BERG*,  NOWICKI M*,  
大内　　元*，阿部　幸恵

III.　学術刊行物
B1. SPECIAL INTERVIEW 1年で育つ！新
人 &先輩ナースのためのシミュレー
ション・シナリオ集【秋編】

日本看護協会，「看護」
67（1）：64-65, 2015

阿部　幸恵

2. eWord-挑む勇気をくれる言葉－あき
らめない

メディカ出版，救急医療
チームの専門誌エマー
ジェンシー・ケア 2015 
28（5），2015.5.1

阿部　幸恵

3. 看護教育のキーパーソンに聞く　阿
部幸恵氏に聞く　シミュレーション
教育は “自ら学んでいく”教育を提供
するもの

メヂカルフレンド社，看
護管理者・看護教育者の
ための総合誌　看護展望
40（6）：60-66, 2015.5

阿部　幸恵

4. アセスメントができるようになる情
報収集

照林社，月刊 プチナー
ス 24（9）：22-37, 2015.8

阿部　幸恵
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 集中治療領域におけるシミュレー
ション教育

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9-11）
東京

阿部　幸恵，鈴木　克明*，根本　淳子*，浅香えみ子*，
津嘉山みどり*， 阿部　幸恵， 石井恵利佳*， 小澤　知子*，
杉木　大輔*，池上　敬一*

2. 日本シミュレーション医療教育学会
雑誌第三号までの総括：振り返りと今
後の方向性について An overview of 
articles in the Journal of Japan Associa-
tion for Simulation-based Education in 
Healthcare Professionals（Vol.1-3）：
Refl ection and future directions

第 3回日本シミュレー
ション医療教育学会学術
大会（2015.6.27）栃木

今福輪太郎*，石川　和信*，阿部　幸恵，荒木　孝二*，
首藤　太一*，鈴木　利哉*，平形　道人*，松井　俊和*，
宮下　　渉*，山畑　佳篤*，鈴木　康之*

3. シミュレーションセッション（SS）
授業参観！見せます！集中治療領域
でのシミュレーション

第 42回日本集中治療学
会学術集会（2015.2.9-11）
東京

阿部　幸恵，鈴木　康之*，阿部　幸恵，荒木　孝二*，
石川　和信*，首藤　太一*，鈴木　利哉*，平形　道人*，
松井　俊和*，宮下　　渉*，山畑　佳篤*

4. イブニングセミナー　アクティブ
ラーニングを引き出す－手法：カリ
キュラムへのシミュレーション教育
の 導 入 の 実 際 Emethodological 
approaches to elicit learner-driven active 
learning：Actualities of simulatoin educa-
tion introduction into the higher educa-
tioncurriculum

第 47回日本医学教育学
会大会（2015.7.24-26）

阿部　幸恵

5. シミュレーション授業参観～見せま
す，授業をアクティブ化するコツ！～

日本看護学教育学会　第
25 回 学 術 集 会
（2015.8.18）徳島

阿部　幸恵

6. アクティブラーニングのカリキュラ
ムへの統合～思考過程を大事にした
学生主体の学習～

日本看護学教育学会　第
25 回 学 術 集 会
（2015.8.18）徳島

阿部　幸恵

7. 看護教育講演 2　集中治療領域におけ
る看護の底力をつけるシミュレー
ション教育

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.19）東京

阿部　幸恵

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. シミュレーショントレーニング事業 茨城県保健福祉部医療対

策課医師確保対策室 講
師（2015.1.7）茨城

阿部　幸恵

2. 第 4回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.1.8）東京

阿部　幸恵

3. シミュレーション教育における効果
的な指導（アドバンスト）

日本看護協会出版会　
2014年度全国看護セミ
ナー　講師（2015.1.10-

11）京都

阿部　幸恵

4. シミュレーション研修　～指導編～ 新 東 京 病 院　 講 師
（2015.1.13）千葉

阿部　幸恵

5. 第 5回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.1.15）東京

阿部　幸恵

6. 新人看護師応援プログラム　急変応
対⑤・急変対応⑥

おきなわクリニカルシ
ミュレーションセンター　
講師（2015.1.18）沖縄

阿部　幸恵



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌546S

7. 平成 26年度 ICU新人看護師応援プロ
グラム（4/5）

おきなわクリニカルシ
ミュレーションセンター　
講師（2015.1.18）沖縄

阿部　幸恵

8. 薬剤師のためのフィジカルアセスメ
ント

おきなわクリニカルシ
ミュレーションセンター　
講師（2015.1.18）沖縄

阿部　幸恵

9. シミュレーション指導者養成研修　A
コース（3/3）

おきなわクリニカルシ
ミュレーションセンター　
講師（2015.1.21）沖縄

阿部　幸恵

10. 第四回シミュレーション寺子屋 東京医科大学病院　講師
（2015.1.23）東京

阿部　幸恵

11. 産科病棟におけるリーダーの役割 沖縄県看護協会 講師
（2015.1.25）沖縄

阿部　幸恵

12. シミュレーション指導者養成研修　B
コース（3/3）

おきなわクリニカルシ
ミュレーションセンター　
講師（2015.1.28）沖縄

阿部　幸恵

13. 茨城県指導医シンポジウム 茨城県保健福祉部医療対
策課医師確保対策室 講
師（2015.2.4）茨城

阿部　幸恵

14. 自部署におけるシミュレーション教
育実践報告会

東京医科大学八王子医療
セ ン タ ー 講 師
（2015.2.12）東京

阿部　幸恵

15. 第五回シミュレーション寺子屋・学習
デザイン工房

東京医科大学病院　講師
（2015.2.12）東京

阿部　幸恵

16. 第 6回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.2.13）東京

阿部　幸恵

17. シミュレーション教育における効果
的な指導（アドバンスト 2）

日本看護協会出版会　
2014年度全国看護セミ
ナー　講師（2015.2.14-

15）静岡

阿部　幸恵

18. 平成 26年度 全日制看護科（5年一貫） 
修学旅行 看護研修

愛知黎明高等学校 講師
（2015.2.18）沖縄

阿部　幸恵

19. ハワイ－沖縄医学教育フェローシッ
プ

おきなわクリニカルシ
ミュレーションセンター　
講師（2015.2.21）沖縄

阿部　幸恵

20. 第 7回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.2.25）東京

阿部　幸恵

21. シミュレーションディレクター養成
プログラム

テルモ株式会社　講師
（2015.2.27-3.1）神奈川

阿部　幸恵

22. 看護実践能力を育てるための教育方
法～シミュレーション教育を通して，
学生の臨床判断能力を育てる～

茨城キリスト教大学看護
学 部 FD 講 演　 講 師
（2015.3.6）茨城

阿部　幸恵

23. 第 8回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.3.11）東京

阿部　幸恵

24. 第六回シミュレーション寺子屋・学習
デザイン工房

東京医科大学病院　講師
（2015.3.12）東京

阿部　幸恵

25. 第 1回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.3.18）東京

阿部　幸恵

26. 看護学生を指導するためのシミュ
レーション研修会「シミュレーション
教育における効果的な指導法を学ぶ
－基礎編－」

日本看護学校協議会共済
会 講師（2015.3.21-22）
沖縄

阿部　幸恵
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27. 第 9回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.3.25）東京

阿部　幸恵

28. 基本のおさらいシミュレーション～
その 1～

東京医科大学病院　講師
（2015.3.28）東京

阿部　幸恵

29. 看護技術支援セミナー「シミュレー
ションを通して日々の看護を振り
返ってみよう！」

福 岡 県 立 大 学 講 師
（2015.3.29）沖縄

阿部　幸恵

30. 薬剤師指導者養成コース（ベーシッ
ク）

東京医科大学病院　講師
（2015.4.13）東京

阿部　幸恵

31. 第 2回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.4.16）東京

阿部　幸恵

32. 第 10回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.4.16）東京

阿部　幸恵

33. 看護教員実力アップセミナー 2015 「主
体的に考えて動ける学生を育てる教
育技法」

照林社 講師（2015.4.19）
東京

阿部　幸恵

34. 第七回シミュレーション寺子屋・学習
デザイン工房

東京医科大学病院　講師
（2015.4.23）東京

阿部　幸恵

35. 看護教員実力アップセミナー 2015 「主
体的に考えて動ける学生を育てる教
育技法」

照林社 講師（2015.4.26）
大阪

阿部　幸恵

36. 第 3回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.5.1）東京

阿部　幸恵

37. 第 11回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.5.1）東京

阿部　幸恵

38. 第 15回シミュレーション基盤型教育
セミナー（Fun Sim J）

東京慈恵会医科大学　シ
ミュレーション基盤型教
育セミナー（Fun Sim J）　
講師（2015.5.9-10）東京

阿部　幸恵

39. 第八回シミュレーション寺子屋・学習
デザイン工房

東京医科大学病院　講師
（2015.5.14）東京

阿部　幸恵

40. 薬剤師指導者養成コース（ベーシッ
ク）

東京医科大学病院　講師
（2015.5.15）東京

阿部　幸恵

41. 第 4回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.5.22）東京

阿部　幸恵

42. 第 12回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.5.22）東京

阿部　幸恵

43. 2015年度全国看護セミナー　シミュ
レーション教育における効果的な指
導（ベーシック）

株式会社日本看護協会出
版会　講師（2015.5.30-

31）東京

阿部　幸恵

44.「New Education Expo 2015」 New Education Expo 実行
委員会　講師（2015.6.4-6）
東京

阿部　幸恵

45. 第 5回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.6.5）東京

阿部　幸恵

46. 第 13回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.6.5）東京

阿部　幸恵

47. 第 56回医学教育セミナーとワーク
ショップ

埼玉医科大学 毛呂山
キャンパス　講師及び
コ ー デ ィ ネ ー タ ー
（2015.6.6-7）埼玉

阿部　幸恵
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48. シミュレーションの基本①　看護教
育におけるシミュレーション教育の
基本と実際

聖路加国際大学　講師
（2015.6.8）東京

阿部　幸恵

49. シミュレーションの基本①　看護教
育におけるシミュレーション教育の
基本と実際

聖路加国際大学　講師
（2015.6.11）東京

阿部　幸恵

50. 第 16回シミュレーション基盤型教育
セミナー（Fun Sim J）

東京医科大学病院　Fun 
Sim J コ ー ス　 講 師
（2015.6.13-14）東京

阿部　幸恵

51. 第 7回キャリア・復職支援ベーシック
プログラム～知識・手技の再確認をし
てみませんか～

東京医科大学病院　キャ
リア・復職支援ベーシッ
クプログラム　講師
（2015.6.18）東京

阿部　幸恵

52.「New Education Expo 2015」 New Education Expo 実行
委員会　講師（2015.6.19-

20）大阪

阿部　幸恵

53. 第 14回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.6.19）東京

阿部　幸恵

54.「先輩看護師応援プログラム」 琉球大学医学部附属病院　
プログラム指導助言・講
師（2015.6.21）沖縄

阿部　幸恵

55. シミュレーション教育における効果
的な指導（アドバンスト：臨床指導者
編）

2015年度全国看護セミ
ナー　講師（2015.6.27-

28）徳島

阿部　幸恵

56. 第 6回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.7.3）東京

阿部　幸恵

57. 第 15回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.7.3）東京

阿部　幸恵

58. 平成 27年度先進的シミュレーション
ツアー

茨城県地域医療支援セン
ター　講師〉（2015.7.11-

12）神奈川

阿部　幸恵

59. シミュレーションの体験②　各種シ
ミュレーション体験

聖路加国際大学　講師
（2015.7.13）東京

阿部　幸恵

60. 第 7回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.7.17）東京

阿部　幸恵

61. 第 16回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.7.17）東京

阿部　幸恵

62. 第 17回シミュレーション基盤型教育
セミナー（Fun Sim J）

新潟医療・育成センター　
講師（2015.7.23-24）新
潟

阿部　幸恵

63. シミュレーションで学ぶフィジカル
アセスメント

2015年度全国看護セミ
ナー　講師（2015.7.25-

26）京都

阿部　幸恵

64. 第十回シミュレーション寺子屋・学習
デザイン工房

東京医科大学病院　講師
（2015.7.30）東京

阿部　幸恵

65. シミュレーション　ブラッシュアッ
プセミナー

小規模病院等看護技術強
化研修事業研修会　講師
（2015.8.1-2）北海道

阿部　幸恵

66. 第一部　「看護教育におけるシミュ
レーション教育」第二部　「シミュ
レーション教育の実際」

愛知県看護教育研究会　
平成 27年度夏期研修会 
講師（2015.8.4）愛知

阿部　幸恵
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67. 新人看護師に対する多重課題指導法 ニプロ株式会社　iMEP　
講師（2015.8.5）滋賀

阿部　幸恵

68. 第 18回シミュレーション基盤型教育
セミナー（Fun Sim J）

東京慈恵会医科大学　講
師（2015.8.8-9）東京

阿部　幸恵

69. アクティブラーニングのカリキュラ
ムへの統合～思考過程を大事にした
学生主体の学習～

日本看護学教育学会第
25回学術集会ランチョ
ン セ ミ ナ ー　 講 師
（2015.8.18）徳島

阿部　幸恵

70. シミュレーション授業参観～見せま
す，授業をアクティブ化するコツ！～

日本看護学教育学会第
25 回学術集会ワーク
シ ョ ッ プ　 講 師
（2015.8.18）徳島

阿部　幸恵

71. 阿部幸恵・シミュレーション教育にお
ける効果的な指導法を学ぶ－基礎編－

一般社団法人日本看護学
校協議会共済会　講師
（2015.8.19-20）東京

阿部　幸恵

72. 阿部塾　国家試験対策 東京医科大学病院　講師
（2015.8.21）東京

阿部　幸恵

73.「先輩看護師応援プログラム」 琉球大学医学部附属病院　
プログラム指導助言・講
師（2015.8.22）沖縄

阿部　幸恵

74.「シミュレーションディレクター養成
プログラム」フォローアップ編

テルモメディカルプラ
ネックス　講師・指導
（2015.8.23）神奈川

阿部　幸恵

75.「考える学生を育てるシミュレーショ
ン教育」

東京医科大学病院　講師
（2015.8.27）東京

阿部　幸恵

76. 看護教育講演 2　集中治療領域におけ
る看護の底力をつけるシミュレー
ション教育

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会　
講師（2015.8.29）東京

阿部　幸恵

77. Workshop of Simulation-based Education University of School of 
N u r s i n g 　 講 師
（2015.9.2-4）台湾

阿部　幸恵

78. 第 3回新人看護応援プログラム助言指
導

琉球大学医学部附属病院　
講師（2015.9.10）沖縄

阿部　幸恵

79. おきなわクリニカルシミュレーショ
ンセンター視察・情報交換会

琉球大学医学部附属病院　
講師（2015.9.10）沖縄

阿部　幸恵

80. 看護教育におけるシミュレーション
教育のあり方

千里金蘭大学看護学部
FD委員会主催 FD講演
会　講師（2015.9.11）大
阪府【※東京医科大学病
院にて skype実施】

阿部　幸恵

81. 新人・後輩指導に活かすシミュレー
ション教育の指導方法

平成 27年度長野県立病
院機構シミュレーション
指 導 者 研 修　 講 師
（2015.9.17）長野

阿部　幸恵

82. 授業参観！見せます！心臓病領域で
のシミュレーション

第 63回日本心臓病学会
学術集会シミュレーショ
ンセッション　講師
（2015.9.20）神奈川

阿部　幸恵

83. シミュレーション教育における効果
的な指導（アドバンスト：看護教員編）

2015年度全国看護セミ
ナー　講師（2015.9.26-

27）東京

阿部　幸恵
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84. 多職種連携教育（専門職連携教育
IPE：Interprofessional Education）

東京医科大学医学科 1年
「早期臨床体験実習 I」　
講師（2015.10.7）東京

阿部　幸恵

85. 第十二回シミュレーション寺子屋・学
習デザイン工房

東京医科大学病院　講師
（2015.10.8）東京

阿部　幸恵

86. 第 19回シミュレーション基盤型教育
セミナー（Fun Sim J）

琉 球 大 学　 講 師
（2015.10.10-11）沖縄

阿部　幸恵

87. 多職種連携教育（専門職連携教育
IPE：Interprofessional Education）

東京医科大学医学科 1年
「早期臨床体験実習 I」　
講師（2015.10.14）東京

阿部　幸恵

88. 第 20回シミュレーション基盤型教育
セミナー（Fun Sim J） 良質な医師を育
てる研修（実践シミュレーション教育
コース）

独立行政法人国立病院機
構　国立病院機構岡山医
療 セ ン タ ー　 講 師
（2015.10.16-17）岡山

阿部　幸恵

89. 多職種連携教育（専門職連携教育
IPE：Interprofessional Education）

東京医科大学医学科 1年
「早期臨床体験実習 I」　
講師（2015.10.21）東京

阿部　幸恵

90. 第 9回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.10.23）東京

阿部　幸恵

91. 第 18回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.10.23）東京

阿部　幸恵

92.『普段触れない医療シミュレータに
触ってみよう！患者さんの安全を守
る今時のシミュレーション教育』

第 101回東京医科大学病
院市民公開講座　講師
（2015.10.29）東京

阿部　幸恵

93.「先輩看護師応援プログラム」 琉球大学医学部附属病院　
プログラム指導助言・講
師（2015.10.31）沖縄

阿部　幸恵

94.「シミュレーション指導者養成研修」
第 1回 Aコース

琉球大学医学部附属病院　
プログラム開発ディレク
ター，スタッフ指導助言・
講師（2015.11.1）沖縄

阿部　幸恵

95. 看護教育におけるシミュレーション
教育

秋田大学医学部附属病院　
講師（2015.11.6）秋田

阿部　幸恵

96.『シミュレーション教育の指導法から
学ぶ未来を担う医療者の育て方』につ
いて

秋 田 大 学　 講 師
（2015.11.7）秋田

阿部　幸恵

97. 第十三回シミュレーション寺子屋・学
習デザイン工房

東京医科大学病院　講師
（2015.11.12）東京

阿部　幸恵

98. 第 15回指導医のための教育ワーク
ショップ

東京医科大学病院　講師
（1970.1.1）埼玉

阿部　幸恵

99. 第 10回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.11.13）東京

阿部　幸恵

100. 第 19回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.11.13）東京

阿部　幸恵

101. 高機能患者シミュレータ「SimMan3G」
を活用したハンズオンセミナー

平成 27 年度茨城県シ
ミュレーショントレーニ
ング　講師（2015.11.16）
茨城

阿部　幸恵

102. 看護のためのシミュレーション教育 公益社団法人　千葉県看
護協会　講師（2015.11.20）
千葉

阿部　幸恵
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103. 第 11回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.11.20）東京

阿部　幸恵

104. シミュレーション　ブラッシュアッ
プセミナー

小規模病院等看護技術強
化研修事業研修会　講師
（2015.11.22-23）北海道

阿部　幸恵

105. シミュレーション教育における効果
的な指導（ベーシック）

2015年度全国看護セミ
ナー　講師（2015.11.28-

29）富山

阿部　幸恵

106. ISIM-Jコース ISIM-J コ ー ス　 講 師
（2015.12.5-6）東京

阿部　幸恵

107.「医療安全教育の企画を進めるための
考え方　－シミュレーション教育－」

平成 27年度全国自治体
病院協議会医療安全管理
者養成研修会＜実践コー
ス＞　講師（2015.12.10）
東京

阿部　幸恵

108. 第十四回シミュレーション寺子屋・学
習デザイン工房

東京医科大学病院　講師
（2015.12.10）東京

阿部　幸恵

109.「シミュレーションディレクター養成
プログラム」

テルモ株式会社　講師
（2015.12.11-13）神奈川

阿部　幸恵

110. 第 12回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.12.14）東京

阿部　幸恵

111. 第 20回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.12.14）東京

阿部　幸恵

112. 第 13回阿部塾 東京医科大学病院　講師
（2015.12.21）東京

阿部　幸恵

113. 第 21回 Sim&「まてなへあ」 東京医科大学病院　講師
（2015.12.21）東京

阿部　幸恵

114.「先輩・新人看護師応援プログラム」 琉球大学医学部附属病院　
プログラム指導助言・講
師（2015.12.23）沖縄

阿部　幸恵
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茨城医療センター

呼 吸 器 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　実際の臨床における学生教育の質の向上を目指してチーム医療に参加させ，そのプロセスの中で呼吸器疾患の知

識および診療技能を習得させるとともに，医師としてのあるべき態度を理解させる。
「現 状 説 明」　現状では 2週間のラウンドであるので，基本的な知識についてはレクチャーなどで補足している。
「点検・評価」　臨床実習の開始時および終了時にミニテスト・レポート提出で到達度を確認している。
「改 善 方 策」　診療技能の習得については，繰り返す日々のプラクティスと積極的な診療への参加が必須であり，これを指導者

側も積極的に指導している。
【研究】
「到 達 目 標」　呼吸器内科領域における研究を継続的に行うことにより，各スタッフが主要な国内外学会において研究成果の発

表を行い，かつ主要な学術雑誌に論文を公表すること。
「現 状 説 明」　診療および教育に多くの時間をさかれており，全体として研究時間が充分であるとは言いがたい。
「点検・評価」　COPDや肺線維症についての基礎的な研究成果を英文の原著・総説・著書に公表している。また臨床研究として

も COPD患者についての英文症例報告も定期的に学術雑誌に公表している。
「改 善 方 策」　すべてのスタッフが診療・教育を兼務しており，教育・研究に重点をおいたスタッフの配置が行えるような呼吸

器内科の人員の充足が望まれる。
【診療】
「到 達 目 標」　医療連携を促進して，茨城県南地区の中核病院となるべく診療体制を構築する。
「現 状 説 明」　近隣の医療機関には呼吸器を専門とする実地医家が少ないため，当院の存在する稲敷地区を中心とした呼吸器の

医療連携ネットワークを構築しつつある。
「点検・評価」　紹介率・逆紹介率は概数でそれぞれ 53.7%，30.5%で推移している。
「改 善 方 策」　医療連携を緊密に取り，地域に密着した医療を展開する。このため近隣医療機関へのいわゆる「逆紹介」を積極

的に推し進めている。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　喫煙に関連した呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息，肺癌など）の予防や増悪の防止に貢献する。
「現 状 説 明」　市民公開講座などを通じて，啓発活動を行っている。

I.　著書
1. Diff erential diagnosis of idiopathic Pul-

monary Fibrosis-What should we particu-
larly keep in mind in the diff erential diag-
nosis?

Springer；1st ed, 2016版 Watanabe H,  Nakamura H,  Aoshiba K

2. Idiopathic pulmonary fi brosis：Advances 
in diagnostic tools and diaease

Springer；1st ed, 2016版 Nakamura H,  Aoshiba K

3. 国試 109　第 109回医師国家試験問題
解説

医学評論社，2015 中村　博幸
（編：医師国家試験問題解説書編集委員会）

4. 進行性気腫性嚢胞 南山堂，医学大辞典，第
20版，1221, 2015

青柴　和徹

5. 新呼吸器専門医テキスト 南江堂，318-324, 2015 青柴　和徹（編：日本呼吸器学会）
6. COPD　外来ガイドライン診療 日経メディカル開発，

78-85, 2015
伊藤　昌之，青柴　和徹

II.　学術論文
A1. Clinical factors associated with negative 

urinary antigen tests implemented for the 
diagnosis of community-acquired pneu-
mococcal pneumonia in abult patients

Med Prin Pract 2015；24
（ 2）：1 8 9-1 9 4 ,  2 0 1 5
（IF=1.16）

Watanabe H,  Uruma T,  Tazaki G*,  Kikuchi R,  Tsuji T,  
Itoh M

16122039_03茨城.indd   552 2017/03/15   17:17:22
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2. Repeated exposure to 5-bromo-2′-deoxy-
uridine causes decreased proliferation and 
low-grade infl ammation in the lungs of 
mice

Exp Toxicol Pathol 67
（5-6）：355-360,  2015
（IF=1.86）

Tsuji T,  Itoh M,  Kikuchi R,  Uruma T,  Watanabe H,  
Yamaguchi K*,  Nakamura H,  Aoshiba K

3. Soluble intercellular adhesion molecule-1 
for stable and acute phases of idiopathic 
pulmonary fi brosis

SpringerPlus 4：657, 2015
（IF=0.98）

Okuda R*,  Matsushima H*,  Aoshiba K,  Oba T*,  Kawabe 
R*,  Honda K*,  Amano M*

4. Intensive communication by health pro-
fessionals added to web-based telemedi-
cine does not improve PAP adherence in 
IOSA patients

Austin J Sleep Disord 2：
id1010, 2015

Yamaguchi K*,  Inoue F*,  Satoya N*,  Inoue Y*,  Maeda Y*,  
Sekiguchi H,  Tatsumi F*,  Suzuki M*,  Tsuji T,  Aoshiba K,  
Nagai A*

B1. An evolutionary medicine approach to 
understanding factors that contribute to 
chronic obstructive pulmonary disease

Respiration 89（3）：243-

252, 2015（IF=2.65）
Aoshiba K,  Tsuji T,  Itoh M,  Yamaguchi K*,  Nakamura H

C1. Diff use alveolar hemorrhage after use of a 
fl uoropolymer-based waterproofi ng spray

SpringerPlus 4：270, 2015
（IF=0.98）

Kikuchi R,  Itoh M,  Uruma T,  Tsuji T,  Watanabe H,  
Nakamura H,  Aoshiba K

2. メサラジンによる薬剤性好酸球性肺
炎の 1例

気 管 志 学 37：526-531, 
2015

菊池　亮太，伊藤　昌之，仙波征太郎，宇留間友宣，
渡邉　秀裕，中村　博幸，青柴　和徹

III.　学術刊行物
A1. COPDの病因，病態の解明 診 断 と 治 療 103：443-

446, 2015
青柴　和徹

2. COPDとエピジェネティクス R e s p i r a t o r y  M e d i c a l 
Research 3（3）：169-173, 
2015

伊藤　昌之，青柴　和徹

3. 肺線維症とオートファジー The Lung Perspectives 
23：142-145, 2015

菊池　亮太，青柴　和徹

4. 気腫型 COPDと全身の血管新生低下 臨床呼吸生理 47：29-30, 
2015

辻　　隆夫，菊池　亮太，伊藤　昌之，宇留間友宣，
渡邉　秀裕，山口佳寿博*，中村　博幸，青柴　和徹

B1. 新薬と最近の話題　グリコピロニウ
ム /インダカテロール配合薬

分子呼吸器病 19（1）： 
99-102, 2015

伊藤　昌之

2. COPD の病態理解と変遷　老化と
COPD

Progress in Medicine 35
（2）：231-234, 2015

辻　　隆夫

3. 大気汚染と COPD The Lung-perspectives 23
（4）：373-377, 2015

辻　　隆夫

4.【かぜ症候群のトータルマネジメント
－日常診療から増悪時の対処法まで】 
かぜ症候群の病態と抗菌薬の使い方　
非定型肺炎　マイコプラズマ・クラミ
ジア・レジオネラ（解説 /特集）

感 染 と 抗 菌 薬（1344-

0969）18（4）：328-333
清田　育夫，渡邉　秀裕

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. プライマリケアにおける慢性咳嗽お
よび気管支喘息の臨床　～呼吸器疾
患の医療連携を考える～

第 1回北茨城地区呼吸器
学術講演会（2015.2.3）
茨城

中村　博幸

2. 長引く咳への対応　～慢性咳嗽と喘
息を中心に～

東京都府中市医師会学術
講演会（2015.2.27）東京

渡邉　秀裕

3. タバコと肺の老化 第 179回県南呼吸器研究
会（2015.4.3）茨城

青柴　和徹
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4. 慢性気管支炎の臨床的意義 第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.18）
東京

青柴　和徹

5. 日常診療でよく遭遇する代表的な呼
吸器疾患の画像診断のポイントと医
療連携の在り方

石岡医師会総会学術講演
会（2015.6.29）石岡

中村　博幸

6. 吸入指導における薬剤師・看護師の重
要性

第 2回 Izumo Respiration 
Forum（2015.7.31）出雲

青柴　和徹

7. 日常診療でよく遭遇する代表的な呼
吸器疾患の画像診断のポイントと医
療連携の在り方

土浦市医師会学術講演会
（2015.8.3）土浦

中村　博幸

8. 特発性肺線維症の治療法について 県南地区医療連携講演会
（2015.10.20）つくば

伊藤　昌之

B1. 巨大腫瘤を呈した肺原発悪性リンパ
腫の 1例

第 24 回茨城がん学会
（2015.2.1）水戸

宇留間友宣，渡邉　秀裕，菊池　亮太，辻　　隆夫，
伊藤　昌之，青柴　和徹，中村　博幸

2. ブロモデオキシウリジンの慢性的
DNA障害による気道および肺の炎症

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.18）
東京

伊藤　昌之，辻　　隆夫，菊池　亮太，宇留間友宣，
渡邉　秀裕，中村　博幸，青柴　和徹

3. 多くの自己抗体が高値でシェーグレ
ン症候群の合併が疑われた慢性好酸
球性肺炎の 1例

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.18）
東京

宇留間友宣，渡邉　秀裕，菊池　亮太，辻　　隆夫，
伊藤　昌之，青柴　和徹，中村　博幸

4. 高濃度 CO2による脂肪細胞の分化促
進について

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.18）
東京

菊池　亮太，伊藤　昌之，辻　　隆夫，菊池　亮太，
宇留間友宣，渡邉　秀裕，中村　博幸，青柴　和徹

5. 著明な CEA 高値を呈した Aiiergic 
bronchopulmonary mycosis（ABPM）の
1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

中村　博幸，菊池　亮太，仙波征太郎，宇留間友宣，
辻　　隆夫，伊藤　昌之，岸　　厚次，渡邉　秀裕，
渡辺　　治，橋本　俊夫

6. 高濃度 CO2による脂肪細胞の分化促
進

第 109回臨床呼吸生理研
究会学術集会（2015.6.20）
東京

菊池　亮太

7. 肺およびサルコイドーシスのリンパ
節病変に転移を認めた前立腺癌の 1例

第 39回茨城肺癌研究会
（2015.10.3）つくば

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，中村　博幸，
森下由紀雄，古川　欣也

8. 調剤薬局における吸入指導～1日 1回
製剤の使用状況～

第 25回呼吸ケア・リハ
ビリテーション学会学術
集会（2015.10.15）東京

小野恵美子*，松谷　祐子*，谷崎　宏美*，浅野　妃子*，
丹羽　直人*，辻　　隆夫，伊藤　昌之，青柴　和徹，
中村　博幸

9. PET検査にて VATSを実施した結核腫
および抗酸菌結節 3例の臨床的検討

第 64回日本感染症学会
東日本地方会総会，第
62回日本化学療法学会
東日本地方会総会合同学
会（2015.10.22）札幌

渡邉　秀裕，宇留間友宣，清田　育夫，大石　　毅，
菊池　亮太，伊藤　昌之，青柴　和徹，中村　博幸

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. COPDにおける薬物療法 3学会合同呼吸療法認定

士「認定更新のための講
習会（2015）」（2015.2.12）
東京

青柴　和徹

2. タバコと肺の老化 第 7回 3大学交流セミ
ナー（2015.2.16）阿見

青柴　和徹

3. COPDの薬物治療 アストラゼネカ社内研修
会（2015.3.7）土浦

青柴　和徹

4. COPDの薬物治療 杏 林 社 内 勉 強 会
（2015.5.11）つくば

青柴　和徹
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5. 喘息ってどんな病気 第 55回東京医科大学茨
城医療センター市民公開
講座（2015.5.16）阿見

青柴　和徹

6. 喘息と COPDのオーバーラップ症候
群

第 1回笠間市呼吸器疾患
講演会（2015.5.22）笠間

青柴　和徹

7. COPDの管理に ICSは必要か ? Scientifi c Excange Meeting 
（2015.6.11）つくば

青柴　和徹

8. COPD と Asthma の phenotype～ACOS
～

Scientifi c Excange Meeting 
（2015.6.23）四日市

青柴　和徹

9. 分子呼吸器病編集会議 編集会議講師（2015.7.7）
東京

青柴　和徹

10. 分子呼吸器病編集会議 編集会議講師（2015.7.7）
東京

青柴　和徹

11. LAMA/LABA配合剤がもたらすベネ
フィット活動性の向上を目指して

COPD Web 講 演 会
（2015.7.14）東京

青柴　和徹

12. 喘息と COPDのオーバーラップ症候
群

東葛北部地区気管支喘息
学術講演会（2015.9.8）
千葉

青柴　和徹

13. COPDの管理に ICSは必要か ? Scientifi c Excange Meeting 
（2015.9.17）盛岡

青柴　和徹

14. 実地臨床からみた COPDのフェノタ
イプ

GSK Web 講 演 会
（2015.10.6）東京

青柴　和徹

15. アノーロがもたらす患者ベネフィッ
ト

アノーロ発売 1周年記念
講演会（2015.10.17）札
幌

青柴　和徹

16. 東京医科大学茨城医療センター・呼吸
器内科の医療連携

MR研修会（2015.10.30）
つくば

中村　博幸

循 環 器 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　循環器疾患の病態生理の理解と，的確な診断・治療の実践，および救急救命処置，急変対応能力を習得すること。

また，多職種との連携をスムースに行い，医療チームの一員として行動できることを目標とする。
「現 状 説 明」　初期および後期研修医は，循環器診療チームの一員として主に病棟での入院診療にあたり，急性冠症候群や急性

心不全などの緊急入院患者の初療から，慢性期の管理，また心血管カテーテル検査・治療への参加など，幅広く
経験している。一方，医学生に対する臨床参加型実習については，5年生の実習期間が 1週間と短く，十分なサポー
トができないのが現状であるが，6年生は 1ヶ月の実習期間内に受け持ち患者の診断から治療まで一通り経験で
きている。

「点検・評価」　日々の診療や回診，症例検討会において，担当患者のプレゼンテーションを行い，指導医によるフィードバック
を行う。また研修終了時に研修医による自己評価，および指導医による評価を行っている。

「改 善 方 策」　研修医や学生の要望に可能な限り答える形で，適宜研修カリキュラムの見直しを行い，魅力ある循環器研修が行
えるよう努力する。

【研究】
「到 達 目 標」　主に日常臨床から得られたデータを蓄積し，独自のデータベース作成することにより，質の高い臨床研究を行う

ことを目標とする。
「現 状 説 明」　急性心不全や高血圧，心房細動や，心臓核医学領域の他施設共同研究に参加し，国内主要学会や地方会，研究会

での発表を行っている。
「点検・評価」　研究成果の発表および論文化により業績の点検・評価を行う。
「改 善 方 策」　当科独自の症例データベースの作成を推進し，効率的に臨床研究が行える環境を整える。
【診療】
「到 達 目 標」　茨城県南地域における循環器診療の中核病院として質の高い医療を提供し，地域医療に貢献する。
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「現 状 説 明」　急性冠症候群をはじめとする虚血性心疾患や，下肢の動脈硬化症をはじめとした末梢動脈疾患に対する血管内治
療を積極的に行うとともに，心不全患者に対しては，多職種による包括的な心不全チーム診療を実践している。
一方で，心臓血管外科が併設されていないため，外科治療症例や一部のデバイス治療症例を他院に依頼せざるを
得ない状況である。

「点検・評価」　24時間体制で心臓カテーテル検査および経皮的冠動脈形成術が可能であり，治療件数が増加している。また，
多職種による包括的な心不全チーム診療を実践し，入院期間の短縮，再入院率の減少につながっている。

「改 善 方 策」　心臓血管外科の併設，もしくは血管外科常勤医の確保により，今後更なる症例数の増加や，診療内容の充実が期
待できると考える。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域住民や連携医療施設などの地域社会から信頼され，安全で質の高い循環器診療提供する。
「現 状 説 明」　定期的に，茨城県内各医師会支部および薬剤医師会主催の講演会における講演を行い，高血圧，虚血性心疾患や

末梢血管疾患，不整脈などの循環器疾患に対してガイドラインを中心とした新規情報を提供している。
「点検・評価」　医療連携施設および消防署などへの積極的な働きかけにより，紹介患者，救急搬送患者数は増加傾向である。
「改 善 方 策」　更なる地域医療施設との連携を図るとともに，生活習慣の改善や心血管疾患の早期発見ついて一般市民への啓蒙

活動を行い，地域医療に貢献できるよう努力する。

I.　著書
1. FFRのすべて－核医学検査との関係－ メ ジ カ ル ビ ュ ー 社，

62-70, 2015
田中　信大*，田中　宏和，進藤　直久*，肥田　　敏*，
山下　　淳*，村田　直隆*

III.　学術刊行物
B1. 診断に難渋した心膜由来悪性中皮腫
の一例

茨城循環器研究会雑誌 
22：53-60, 2015

後藤　雅之*，小川　雅史*，木村　一貴，阿部　憲弘，
加藤　浩太*，田辺裕二郎*，田中　宏和，大久保信司*，

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 急性前壁中隔心筋梗塞による心肺停
止蘇生後に脊椎梗塞による対麻痺を
きたした一例

第 42回日本集中治療医
学会（2015.2.10）東京

後藤　雅之*，加藤　浩太*，木村　一貴，阿部　憲弘，
小川　雅史*，田辺裕二郎*，田中　宏和，大久保信司*

2. 心不全患者に対する肺内パーカッ
ションベンチレーター（intrapulmonary 
percussive ventilator；IPV）の使用経験

第 62回東京医科大学循
環器研究会（2015.5.16）
東京

小松　　靖，相原　由佳*，後藤　雅之*，阿部　憲弘，
小川　雅史*，田辺裕二郎*，加藤　浩太*，田中　宏和

3. 腎静脈血栓症により血栓塞栓症肺高
血圧症をきたしたネフローゼ症状群
の一例

第 23回茨城循環器研究
会（2015.11.14）茨城

相原　由佳*，田辺裕二郎*，小松　　靖，阿部　憲弘，
小川　雅史*，加藤　浩太*，東谷　迪昭，田中　宏和

4. 腎静脈血栓症により血栓塞栓症肺高
血圧症をきたしたネフローゼ症状群
の一例

第 63回東京医科大学循
環器研究会（2015.12.19）
東京

相原　由佳*，田辺裕二郎*，小松　　靖，阿部　憲弘，
小川　雅史*，加藤　浩太*，東谷　迪昭，田中　宏和

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 病態に応じた降圧剤の選択 第 150回つくば臨床研究

会（2015.2.12）茨城
田中　宏和

2. 各施設での心房細動合併 PCI施行患
者に対する抗血栓療法の実際

Cardiology Meeting In 
TSUKUBA（2015.6.26）
茨城

田中　宏和

3. 心房細動治療の現状 第 3回心房細動勉強会
（2015.7.8）茨城

田中　宏和

4. オーディエンスレスポンスシステム
を使用した双方向読影トレーニング

日本核医学会（2015.8.8）
東京

田中　宏和

5. 心房細動診療における抗凝固療法の
使い分け

トーアエイヨー㈱社内勉
強会（2015.10.26）茨城

田中　宏和
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6. 心房細動治療の現状～実臨床におけ
る使用経験から～

安足心血管疾患治療セミ
ナー（2015.11.10）栃木

田中　宏和

7. 虚血性心疾患患者の診断における心
臓核医学検査の役割

サノフィ㈱社内勉強会
（2015.12.14）茨城

田中　宏和

代 謝 内 分 泌 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　当科では学生が自ら進んで研修を実施し，研鑽を積める事を目標としている。
「現 状 説 明」　現在は 1か月に 1名の学生が 2週間の研修を実施している。症例を 1例担当し，入院目的から，主訴・現病歴・

既往歴・現症・検査所見を把握し，指導医と診療を進めながら，症例を体験し，考察を行っている。症例レポー
トを作成し，担当医とディスカッションしながら，考察を深めている。その他の入院患者についても，カンファ
レンスや回診で患者様に接する機会を持っている。さらに，症例と関連した病態について，自ら調べ，レポート
を作成し，指導医の面接を通して，より深い理解を得られるようにしている。

「点検・評価」　上記の 2つのレポートを評価の対象とし重要視している。また，日々の研修についても担当者が点検評価を実施
している。

「改 善 方 策」　症例を経験し，考察を行った後，さらに他の患者様についてより主体的に取り組むことで，学習効率が向上する
と考えられる。

「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 70%程度を達成した。
【研究】
「到 達 目 標」　当科では，実臨床から取り上げた問題を抽出し，解決を与える研究を実施することを目標としている。
「現 状 説 明」　現状では研究活動は十分とは言えず，日々のディスカッションから，研究の実施，発表，論文作成のすべての面

で，改善を要する。
「点検・評価」　カンファレンスを活用し，点検を行ってゆき，同時に評価も実施する。
「改 善 方 策」　研究の重要性を強調し，時間を有効に使用できるよう調整してゆく。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 30%を達成している。
【診療】
「到 達 目 標」　地域から信頼される診療体制を確立する。
「現 状 説 明」　糖尿病患者の治療について，紹介も増加しているが，地域全体の糖尿病治療の改善のため啓蒙活動の準備を実施

している。
「点検・評価」　現状において，医局員数が少ないため，診療活動が十分とは言えない。新たな診断方法等を紹介し，より効率的

に診療の幅を拡げられるように進めていく。
「改 善 方 策」　当院でなければできない，検査や治療に関してより広報活動を実施し，診療連携を拡充することで，診療内容を

改善してゆく。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 50%を達成したと考えている。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　糖尿病の予防について，社会おいて啓蒙してゆく。
「現 状 説 明」　開かれた「糖尿病教室」を通じて啓蒙活動を実施している。
「点検・評価」　医局員の人数が少ないため，社会貢献に充当できる人的資源が限られている。
「改 善 方 策」　少ない機会を通じてより効率的な活動を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 50%を達成したと考える。

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Insulin-derived Amyloidosis Causes Poor 

Glycemic Control and Increased Insulin 
Dose Requirements

American Diabetes Associ-
ation（ADA）75th Scien-
tific Sessions（2015.6.5）
Boston

Nagase T,  Iwaya K*,  Iwaki Y*,  Kotake F,  Uchida R,  Oh-i 
T,  Sekine H,  Murakami S,  Odaka T,  Kure M,  Nemoto Y,  
Noritake M,  KatsuraY
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国内学会
B1. 糖尿病網膜症硝子体液における炭酸
脱水酵素 IX, VEGFとエリスロポエチ
ンについて

第 20回日本糖尿病眼学
会総会（2015.3.6）東京

桂　　善也，小高　以直，永瀬　晃正，阿川　哲也，
村松　大弐，岩崎　琢也，三井　雅子

2. 糖尿病網膜症硝子体液中セマフォリ
ン 3Eの測定

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

桂　　善也，小高　以直，永瀬　晃正，根本　洋子，
則武　昌之，岩崎　琢也，村松　大弐，阿川　哲也，
三井　雅子

3. インスリンを離脱できた 2型糖尿病患
者のの薬物治療前後の臨床特徴

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
下関

永瀬　晃正，小高　以直，関根　傑紀，根本　洋子，
則武　昌之，桂　　善也

4. 炎症性の潰瘍形成を来たしたインス
リン由来アミロイドーシス（インスリ
ンボール）の一例

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
下関

小高　以直，永瀬　晃正，岩屋　啓一*，大井　綱郎，
内田　龍志，座古　　保*，則武　昌之，桂　　善也

5. 増殖糖尿病網膜症における硝子体液
中および血中エリスロポエチンの糖
鎖構造について

第 21回日本糖尿病眼学
会総会（2015.11.27）名
古屋

桂　　善也，小高　以直，永瀬　晃正，村松　大弐，
阿川　哲也，塚原林太郎，岩崎　琢也，三井　雅子

神 経 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　学生には実臨床に即応できる知識を習得させる。初期研修医は頭痛やめまい，脳血管障害などの神経内科 Com-

mon diseaseに対する基本的診療能力と，上級医・専門医への適切なコンサルテーションができる能力を習得さ
せる。後期研修医は神経内科専門医の取得を目標とする。

「現 状 説 明」　臨床実習においては単なる見学を排除し，病歴聴取や神経診察を実際に行わせ，POMRに基づき知識の習得と
問題解決能力を養う。研修医は主として入院患者の診療を通して神経内科疾患を学ぶが，外来診療も行うことに
より問題解決能力をさらに向上させる。

「点検・評価」　概ね実施できているが，指導が行き届かない曜日があり，体制の変更・調整が必要である。
「改 善 方 策」　教育方法をより Brush upするとともに，スタッフの配置変更により，より充実させる。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ満足のいく実習・研修が実施されている。
【研究】
「到 達 目 標」　頭痛，脳梗塞，パーキンソン病，認知症の臨床研究をより発展させる。
「現 状 説 明」　頭痛に関しては，国際学会を含め継続的に年間数題の学会発表を行っている。脳梗塞はデータの解析が終了した。

パーキンソン病と認知症については臨床データの収集と解析を行っている。
「点検・評価」　論文執筆が遅れている。
「改 善 方 策」　限られた人的資源で運営しているため，より業務の効率化を図り研究を行う時間を確保する。
「目標・改善方策の達成度」　論文執筆に重点を置く。
【診療】
「到 達 目 標」　大学附属病院として高度な医療を提供するとともに，地域の中核病院として地域医療に貢献する。
「現 状 説 明」　入院診療は，これまでの脳梗塞中心の診療から神経免疫疾患，変性疾患，神経感染症，末梢神経・筋疾患など，

幅広い診療へ変化させた。また，近隣の医療機関とは密な連携体制を築いている。
「点検・評価」　地域の中核病院として機能している。
「目標・改善方策の達成度」　近隣医療機関との連携体制を維持し，目標入院患者数を確保する。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域住民への啓蒙活動と地元医師会との強固な連携構築を目指す。
「現 状 説 明」　地域住民ならびに地元医師会を対象とした講演会・勉強会を実施している。
「点検・評価」　地域住民への啓蒙活動の効果が十分ではない。
「改 善 方 策」　講演会のみならず，様々な媒介・機会を利用し，知識の普及に努める。
「目標・改善方策の達成度」　地元医師会との連携は十分に達成されていると考えている。地域住民への啓蒙活動については，達

成度 50%未満。なかなか有効かつ効率的方法が見当たらない。
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III.　学術刊行物
A1. 中枢神経感染症による頭痛を見逃さ
ないためには ?

医学書院，Medicina 52
（8）：1272-1275, 2015

山﨑　　薫，菱田　良平

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Simplifi cation of the migraine diagnosis 

criteria devised from its characteristics in 
the International classifi cation of head-
ache disorder III-beta（ICHD III beta）

1st Congress of the Euro-
pean academy of neurology
（2015.6.22）Berlin

Takagi K,  Hishida R,  Nojima S,  Kobayashi H,  Yamazaki 
K

国内学会
A1. 認知症の疫学 認知症懇話会 山﨑　　薫
B1. 診断基準の構造から考察した片頭痛
の簡易診断法

第 56回日本神経学会学
術大会

髙木　健治，野島　　逸，小林　映仁，菱田　良平，
山﨑　　薫

2. ICHD III-βに基づいた片頭痛の簡易診
断法の検討

第 8回茨城県頭痛研究会 髙木　健治

3. 疱疹を生じない遠隔性限局性帯状疱
疹関連性頭痛

第 43回日本頭痛学会総
会

髙木　健治，小林　映仁，野島　　逸，菱田　良平，
山﨑　　薫

4. 環境依存性頭痛の 2例の検討 第 33回日本神経治療学
会総会

髙木　健治，小林　映仁，野島　　逸，菱田　良平，
山﨑　　薫

5. トリプタン注射製剤が奏効した薬物
使用過多頭痛の 1例

第 620回日本内科学会関
東地方会

小林　映仁，髙木　健治，野島　　逸，菱田　良平，
山﨑　　薫

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 認知症～診断・治療のコツとピット
フォール～

稲敷診診の会（2015.2.19）
稲敷

山﨑　　薫

2. ニュープロパッチの使用経験につい
て

大塚製薬社内勉強会
（2015.3.10）土浦

山﨑　　薫

3. 認知症 ヤンセンファーマ社内研
修会（2015.6.1）つくば

山﨑　　薫

4. ニュープロパッチの使用経験から ニュープロパッチ発売
2 周 年 記 念 講 演 会
（2015.6.3）つくば

山﨑　　薫

5. 認知症の疫学 認知症懇話会（2015.6.18）
牛久

山﨑　　薫

6. ニュープロパッチの使用経験から Parkinson’s Disease Lec-
ture（2015.7.28）土浦

山﨑　　薫

7. 地域包括ケア病棟について 阿見町在宅医療・介護連
携推進事業　第 2回在宅
医療・介護連携のための
地域リーダー養成研修会
及 び 意 見 交 換 会
（2015.12.10）稲敷郡

山﨑　　薫
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消 化 器 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　偏った専門的知識のみならず，いわゆる common diseaseをよく理解，経験すること。サブスペシャリティーと

して消化器内科学の修練を通して自らのライフワークとなる分野をみずから見いだすこと。
「現 状 説 明」　学生・研修医教育に関しては，M5, M6学生の実習受け入れをおこなった。特にM6の選択実習ではよりクリニ

カル・クラークシップの比重を増やし，スチューデント・ドクターとしてチームの一員として働いてもらい，よ
り実臨床に近い実習内容としている。

「改 善 方 策」　いままで積み上げてきた屋根瓦方式の教育システムを再構築すべく，M5，M6学生の BSLに注力し，将来の研
修希望者を増やす。初期研修医に内科医としての基盤となる技術，知識を与え，さらに専門性の高い領域への興
味を促すようなカリキュラム内容としたい。

【研究】
「到 達 目 標」　豊富な症例数，共同利用研究センターのリソース活用による臨床研究の推進。内外多施設との共同研究への参加。
「現 状 説 明」　あらたな臨床試験参加が開始された。文部科学省の科研費について，スタッフのうち 4名が獲得している。
「点検・評価」　学会発表や論文発表も現在のマンパワーとしてはよく行っていると思うが，若手医師のリサーチプログラムを充

実させる必要が有る。助教の 2名が研究室活動を開始し，学会発表を行えるようになった。
「改 善 方 策」　若手医師の論文投稿を推進する。実臨床に主眼がおかれがちな状況だが，大学病院のスタッフにふさわしいアカ

デミックな業務に興味を持たせる方策が必要。国内，国外の学会発表，参加を通じてより広い視野をもった
Physician-Scientistを育成する。

【診療】
「到 達 目 標」　茨城県肝疾患診療連携拠点病院，地域がん診療拠点病院として，これらの対象となる疾患の診療について，地域

における指導的立場をにない，また地域の基幹病院として消化器疾患の診療にあたる。
「現 状 説 明」　初診外来患者数 3,198名，再診患者数 20,913名，延べ患者数 24,111名，新入院患者数 1,283名，実患者数 1,246名，

延べ患者数 16,635名，平均在院日数 12.2日であった。外来患者の増加傾向が昨年に比較して目立った。当科が
従来から力をいれてきた肝疾患診療連携の実績，さらに新規の経口抗ウイルス剤の導入により，外来患者ならび
に収益が爆発的に増加した。地域包括ケア病棟のオープンにより，在宅復帰までの調整が必要な患者に対する受
け皿が増えたが，受け入れ先の限られる末期がん患者などのベッド調整が問題となっている。今後緩和ケア病棟
の開設も含めて，病院主導での取り組みが望まれる。

　　　　　　　また，茨城県からの要請，寄付講座の設立にあわせ，当科の若手医師がローテーションで鹿島労災病院に赴任し
た。

「改 善 方 策」　保険診療停止による影響はほぼ消失してきた。今後も新たな技術の導入を積極的に行い，茨城県における消化器
病診療の中心的存在となることを目指す。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　茨城県肝疾患診療連携拠点病院，地域がん診療拠点病院として，医療者・一般市民に向けて情報発信する。
「現 状 説 明」　上記を対象とした講演会，公開講座を多数開催した。また，院内で行う肝臓病教室を定期的に開催した。さらに，

医師以外の医療職を中心として肝炎医療に関する知識を高め，患者をよりよい治療に結びつけていく目的で，茨
城県の要請により「地域肝炎治療コーディネーター」の養成を開始した。

「改 善 方 策」　より多くの人に，多くの場所で情報発信を続けていきたい。また，若い医師にも社会貢献の場所を提供していき
たい。コーディネータと共に，肝炎ウイルス感染を撲滅するためにさまざまな挑戦を続ける。

I.　著書
1. 胆石症 医学書院，今日の診断指

針 ･ 第 7 版，821-825,  
2015

松﨑　靖司（編：金澤　一郎*，永井　良三*ほか）

2. 消化器系とアンチエイジング メジカルビュー社，アン
チエイジング医学の基礎
と 臨 床 ･ 第 3 版，431-

434, 2015

松﨑　靖司
（編：日本抗加齢医学会専門医・指導士認定委員会）
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II.　学術論文
A1. Plasma cholesterol-lowering and transient 

liver dysfunction in mice lacking squalene 
synthase in the liver

J Lipid Res 56：998-1005, 
2015（IF=4.368）

Nagashima S*,  Yagyu H*,  Tozawa R*,  Tazoe F*,  Takahashi 
M*,  Kitamine T*,  Yamamuro D*,  Sakai K*,  Sekiya M*,  
Okazaki H*,  Osuga J*,  Honda A,  Ishibashi S*

2. Simultaneous quantifi cation of salivary 
hydroxybutyrates as possible markers of 
amino acid and fatty acid catabolic path-
ways by LC-ESI-MS/MS

Springerplus 4：494, 2015
（IF=0.982）

Miyazaki T,  Honda A,  Ikegami T,  Iwamoto J,  Monma T,  
Hirayama T,  Saito Y,  Yamashita K*,  Matsuzaki Y

3. Randomized phase 3 trial of ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir for hepatitis C virus 
genotype 1b-infected Japanese patients 
with or without cirrhosis

Hepatology 62（4）：1037-

1046, 2015 （IF=11.055）
Kumada H*,  Chayama K*,  Rodrigues L Jr*,  Suzuki F*,  
Ikeda K*,  Toyoda H*,  Sato K*,  Karino Y*,  Matsuzaki Y,  
Kioka K*,  Setze C*,  Pilot-Matias T*,  Patwardhan M*,  
Vilchez RA*,  Burroughs M*,  Redman R*

4. Increased N-acetyltaurine In serum and 
urine after endurance exercise in human

Advances in Experimental 
Medicine and Biology 803：
53-62, 2015（IF=1.958）

Miyazaki T,  Ishikura K*,  Honda A,  Ra SG*,  Komine S*,  
Miyamoto Y,  Ohmori H*,  Matsuzaki Y

5. Pathophysiological analysis of primary 
biliary cirrhosis focusing on choline/phos-
pholipid metabolism

Liver Int 35（3）：1095-

1102, 2015（IF=4.85）
Kohjima M*,  Enjoji M*,  Yada R*,  Yoshimoto T*,  Nakamura 
T*,  Fukuizumi K*,  Fukushima N*,  Murata Y*,  Nakashima 
M*,  Kato M*,  Kotoh K*,  Shirabe K*,  Maehara Y*,  Nakajima 
A*,  Nozaki Y*,  Honda A,  Matsuzaki Y,  Nakamuta M*

6. Eff ect of native vitamin D3 supplementa-
tion on refractory chronic hepatitis C 
patients in simeprevir with pegylated 
interferon/ribavirin

Hepatol Res 2015（Epub 
ahead of print）（IF=2.735）

Atsukawa M*,  Tsubota A*,  Shimada N*,  Yoshizawa K*,  Abe 
H*,  Asano T*,  Ohkubo Y*,  Arak M*,  Ikegami T,  Okubo T*,  
Kondo C*,  Osada Y*,  Nakatsuka K*,  Chuganji Y*,  Matsu-
zaki Y,  Iwakiri K*,  Aizawa Y

7. Anti-gp210 and anti-centromere antibod-
ies for the prediction of PBC patients with 
an incomplete biochemical response to 
UDCA and bezafi brate

Hepatol Res 45（8）：827-

828, 2015（IF=2.735）
Honda A,  Ikegami T,  Matsuzaki Y

8. Infl uencing factors on serum 25-hydroxyvi-
tamin D3 levels in Japanese chronic hepati-
tis C patients

BMC Infect Dis 19；15
（1）：344, 2015 （IF=2.613）

Atsukawa M*,  Tsubota A*,  Shimada N*,  Yoshizawa K*,  Abe 
H*,  Asano T*,  Y Ohkubo Y*,  Araki M*,  Ikegami T,  Kondo 
C*,  Itokawa N*,  Nakagawa A*,  Arai T*,  Matsushita Y*,  
Nakatsuka K*,  Furihata T*,  Chuganji Y*,  Matsuzaki Y,  
Aizawa Y*,  Iwakiri K

9. 原発性胆汁性肝硬変の治療戦略 東 医 大 誌 73（3）：252-

258, 2015
本多　　彰

C1. 著明な出血をきたし転移性胃腫瘍の
一例

Progress of Digestive 
Endoscopy 86（1）：140-

141, 2015

門馬　匡邦，岩本　淳一，小西　直樹，村上　　昌，
屋良昭一郎，伊藤　真典，平山　　剛，齋藤　吉史，
池上　　正，本多　　彰，松﨑　靖司

III.　学術刊行物
A1. 腸内細菌叢と血中胆汁酸（血中胆汁酸
様相から腸内細菌の変化を知る）

たんじゅうさん 14（1）：
18, 2015

本多　　彰

2. オキシステロールの高感度分析 たんじゅうさん 14（2）：
23, 2015

本多　　彰

3. ウイルス性肝炎患者拾い上げの問題 日本臨床，新ウイルス性
肝炎学－最新の基礎・臨
床研究情報－2015. 日本
臨床 73（増 9）：674-679

宮﨑　照雄，松﨑　靖司

4. 薬物性消化管傷害 Medicina 52（7）：1201-

1204, 2015
溝上　裕士*，岩本　淳一
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5. 肝炎ウイルスマーカー測定の意義 日本臨床，新ウイルス性
肝炎学－最新の基礎・臨
床研究情報－2015. 日本
臨 床 73（増 9）：81-86, 
2015

池上　　正

6. 大西班登録 PBC症例の追跡調査（1） 厚生労働科学研究費補助
金　難治性疾患等政策研
究事業　難治性の肝・胆
道疾患に関する調査研究
分担研究報告書

松﨑　靖司

7. 茨城県における肝炎ウイルス陽性者
発掘システムの充実化

厚生労働省　肝炎等克服
緊急対策研究事「急性感
染も含めた肝炎ウイルス
感染状況・長期経過と治
療導入対策に関する研
究」平成 26年度班長研
究協力者研究報告

松﨑　靖司，宮﨑　照雄，池上　　正，本多　　彰

B1. 慢性 C型肝炎治療後の肝癌発生 Modern Physician 35（1）：
104， 2015

池上　　正

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Serum concentrations of 3-hydroxyisobu-

tyrate and 3-hydroxy-3-methylbutyrate as 
BCAA metabolites in endurance exercise

14th International Con-
gress on Amino Acids, 
Peptides and Protein
（2015.8.3-7）Vienna

Miyazaki T,  Ishikura K*,  Honda A,  Ra SG*,  Ohmor Hi*,  
Matsuzaki Y

B1. Characteristic Features of Serum Bile 
Acids Profi le in Patients with Non-Alco-
holic Steatohepatitis with Hepatocellular 
Carcinoma

AACR Special Confer-
ence-Metabolism and Can-
cer（2015.6.7-10）Bel-
levue, WA. USA.

Ikegami T,  Honda A,  Miyazaki T,  Yara S,  Matsuzaki Y

2. Retention of acetylcarnitine in chronic 
kidney disease causes insulin resistance in 
skeletal muscle

K i d n e y  We e k  2 0 1 5
（2015.11.3-8）San Diego

Miyamoto Y,  Miyazaki T,  Honda A,  Shimohata H,  
Hirayama K,  Kobayashi M

3. Reduction of Hepatic 27-Hydroxycholes-
terol in Steatohepatitis Model Mice with 
Insulin Resistance

The Liver Meeting® 2015, 
Annual Meeting of the 
American Association for 
the Study of Liver Diseases
（2 0 1 5 . 11 . 1 3-1 7）S a n 

Francisco

Yara S,  Ikegami T,  Honda A,  Miyazaki T,  Murakami M,  
Iwamoto J,  Matsuzaki Y

国内学会
A1. 肝炎治療に関する最新情報および

M2BPGiの有用性
シスメックス免疫セミ
ナー in茨城（2015.6.20）
つくば

池上　　正

2. C型肝炎治療 Up-to-date～IFNフリー
治療は診療をどう変えるか～

龍ヶ崎薬剤師会セミナー
（2015.5.28）取手

池上　　正

3. 肝疾患患者をとりまく社会的環境と
肝炎治療コーディネーターの役割

日立 C型肝炎治療講習
会（2015.7.2）日立

池上　　正

4. かわりゆく慢性肝炎診療 第 4回つくば病診連携勉
強会（2015.11.11）つく
ば

池上　　正
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5. C型慢性肝炎グループ 2難治症例にお
ける治療戦略

バニヘップ発売記念講演
会（2015.1.14）つくば

池上　　正

6. 炎症性腸疾患の最近の話題－当院で
の治療成績を含めて－

第 3回土浦臨床研究会
（2015.1.29）土浦

岩本　淳一

7. 持久性運動によるアセチルタウリン
の生成

第 1回国際タウリン研究
会日本部会（2015.2.21）
神戸

宮﨑　照雄，石倉　惠介*，本多　　彰，羅　　成圭*，
宮本　和宣，小峰　昇一*，宮川　俊平*，大森　　肇*，
松﨑　靖司

8. UCの治療戦略　IFXの Best　useを
考える

第 1 回 The seminar on 
Infl iximab in Kita Kanto
（2015.3.21）さいたま

岩本　淳一

9. C型肝炎治療 Up-to-date～IFNフリー
治療は診療をどう変えるか～

Medical Tribuneウイルス
肝炎セミナー　進化し続
ける慢性肝炎・肝硬変の
治療（2015.3.26）つくば

池上　　正

10. インフリキシマブ治療の実際 第 2回 IBD治療を考え
る会 in鹿行（2015.3.27）
鹿嶋

岩本　淳一

11. 肝代謝代償能を評価する骨格筋分岐
鎖アミノ酸異化バイオマーカー

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

宮﨑　照雄，本多　　彰，松﨑　靖司

12. 抗血栓薬による消化管傷害について 稲敷医師会学術集会
（2015.5.26）稲敷

岩本　淳一

13. 炎症性腸疾患の治療の現状について 第 48回　取手消化器研
究会（2015.6.24）取手

岩本　淳一

14. 抗血栓薬による薬剤障害の現状と対
策

第 1回　鹿嶋神栖地域病
診連携勉強会（2015.7.15）
鹿嶋

岩本　淳一

15. 大西班登録 PBC症例の追跡調査 難治性の肝・胆道疾患に
関する調査研究班会議
（2015.7.16）千代田区 

松﨑　靖司

16. 肝炎ウイルス陽性者発掘と治療受診
フォローアップシステムの構築

厚生労働省厚生科学研究
費肝炎等克服緊急対策事
業「急性感染も含めた肝
炎ウイルス感染状況・長
期経過と治療導入対策に
関する研究」班，第 1回
班会議（2015.8.22）広島

松﨑　靖司

17. ピロリ菌起因性・薬剤性消化管傷害を
中心とした酸関連疾患の話題

第 4回　土浦消化器臨床
懇話会（2015.9.15）土浦

岩本　淳一

18. 原発性胆汁性肝硬変における脂質代
謝異常と胆汁うっ滞の治療による変
化

第 51回日本胆道学会学
術集会（2015.9.17）宇都
宮

本多　　彰，池上　　正，松﨑　靖司

19. 急性胆管炎患者における胆汁中オキ
システロール濃度およびその細胞生
理学的作用

第 51回日本胆道学会学
術集会（2015.9.17）宇都
宮

吉田　　正，本多　　彰，松﨑　靖司

20. NASH-HCC患者における血清胆汁酸
プロファイルの特徴

第 19回日本肝臓学会大
会，ワークショップ 12
消化器疾患と胆汁酸－病
態・診断・治療への関わ
り－（2015.10.9）品川区

池上　　正，本多　　彰，松﨑　靖司

21. ウイルス性肝炎の最先端治療 第 37回茨城医学会総会
シ ン ポ ジ ウ ム，
（2015.10.18）水戸

池上　　正
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22. 茨城県における肝炎ウイルス陽性者
発掘と治療受診フォローアップシス
テムの構築

厚生労働省厚生科学研究
費肝炎等克服緊急対策事
業「急性感染も含めた肝
炎ウイルス感染状況・長
期経過と治療導入対策に
関する研究」班，第 2回
班会議（2015.8.22）千代
田区

松﨑　靖司

B1. IgG4関連膵 ･ 胆管炎に肝機能障害を
合併した一例

第 29回県南 ･ 県西肝疾
患研究会（2015.2.4）つ
くば

村上　　昌，門馬　匡邦，小西　直樹，屋良昭一郎，
平山　　剛，岩本　淳一，齋藤　吉史，池上　　正，
本多　　彰，松﨑　靖司

2. Brachyspira  aalborgi  感染を合併した
潰瘍性大腸炎症例の検討

第 11回消化管学会総学
術集会（2015.2.13）新宿
区

岩本　淳一，緒方　　衝*，足立　吉數*，松﨑　靖司

3. 肝硬変患者における低侵襲的骨格筋 β
酸化マーカーの有用性

第 7回三大学交流セミ
ナー（2015.2.16）阿見

宮﨑　照雄，宮本　和宜，本多　　彰，池上　　正，
岩本　淳一，松﨑　靖司

4. 慢性腎臓病（CKD）の骨格筋糖代謝
に対する血中アセチルカルニチン
（AcCT）濃度上昇の関与

第 7回三大学交流セミ
ナー（2015.2.16）阿見

宮本　和宜，宮﨑　照雄，本多　　彰，下畑　　誉，
小林　正貴

5. クローン病の膿瘍で発症した瘻孔の
治療

第 9回茨城 IBDミーティ
ング（2015.2.25）つくば

村上　　昌，岩本　淳一，門馬　匡邦，小西　直樹，
屋良昭一郎，平山　　剛，齋藤　吉史，池上　　正，
本多　　彰，松﨑　靖司

6. 当院における PH依存形 5ASA製剤の
治療成績について

潰瘍性大腸炎の最新治療
を考える会（2015.3.11）
つくば

岩本　淳一

7. C型慢性肝炎患者に対する PEG-IFN/
RBV療法の効果と新規糖鎖マーカー
M2BPGiの関連

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

屋良昭一郎，池上　　正，小西　直樹，門馬　匡邦，
村上　　昌，平山　　剛，齋藤　吉史，岩本　淳一，
宮﨑　照雄，本多　　彰，松﨑　靖司

8. 原発性胆汁性肝硬変を代表とする肝
疾患とかゆみ

茨城肝疾患セミナー
（2015.8.29）つくば

池上　　正

9. HCV genotype2におけるインターフェ
ロンフリー治療のインパクト

茨城県 C型肝炎治療学
術講演会（2015.9.15）つ
くば

池上　　正

10. 成人における B型肝炎の病態～なぜ
感染予防が必要なのか ?～

B型肝炎ワクチンフォー
ラム～子供たちの未来を
守るため～（2015.9.16）
つくば

池上　　正

11. 骨格筋 BCAA異化状態を反映するバ
リン中間代謝物 3-ハイドロキシイソ
酪酸の評価

第 70回日本体力医学会
大会（2015.9.18-20）和
歌山

宮﨑　照雄，本多　　彰，池上　　正，松﨑　靖司

12. 茨城県の助成制度上からの治療内容
の変遷

第 9回茨城・埼玉肝疾患
研究会（2015.10.3）つく
ば

池上　　正

13. ソラフェニブにより胸腔内出血をき
たした肝細胞癌の一例

第 205回茨城内科学会
（2015.10.18）水戸

玉虫　　惇，池上　　正，小西　直樹，門馬　匡邦，
平山　　剛，村上　　昌，屋良昭一郎，岩本　淳一，
本多　　彰，古川　欣一，松﨑　靖司

14. 当院における C型肝炎合併透析症例
の治療の現況

つくば肝腎連携セミナー
（2015.11.5）つくば

池上　　正

15. 齧歯類におけるミュリコール酸合成
酵素の探索（その 1）

第 37 回胆汁酸研究会
（2015.11.7）横浜

本多　　彰，宮﨑　照雄，平山　　剛，宮本　和宜，
池上　　正，松﨑　靖司
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16. ステロール代謝酵素 CYP27A1による
7-デヒドロコレステロール代謝産物の
同定及び核内受容体 LXRの転写活性
化能に対する影響

第 38回日本分子生物学
会年会，第 88回日本生
化学会大会 合同大会
（2015.12.1-4）神戸

梅田（遠藤）香織*，安田　佳織*，杉田　和幸*，
本多　　彰，太田　美穂*，石川　　稔*，橋本　祐一*，
榊　　利之*，槇島　　誠*

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 最新の治療ガイドラインに基づく C
型肝炎診療　～新しい治療法と地域
医療連携～

平成 26年度肝炎地域医
療 従 事 者 研 修 会
（2015.3.11）水戸

松﨑　靖司

2. ここまで来た，C型肝炎の最新治療　
新薬で大きく変わる C型肝炎治療

茨城県肝炎医療連携体制
推進事業　肝臓病　市民
フォーラム　最新の治療
ガイドラインに基づく C
型肝炎診療（2015.3.28）
取手

松﨑　靖司

3. 最新の肝疾患診療の現状　～今後の
展望と地域医療連携～

第 41回 IFN治療研究会　
最新の治療ガイドライン
に基づく C型肝炎診療
（2015.4.3）広島

松﨑　靖司

4. 本当はこわい脂肪肝のはなし 第 14 回 肝 臓 病 教 室
（2015.6.27）阿見

池上　　正

5. 最新の治療ガイドラインに基づく C
型肝炎診療～新薬で大きく変わる C
型肝炎治療～

第 27年度茨城県地域肝
炎治療コーディネーター　
養成講習会ならびに肝炎
医療講習会（2015.7.26）
水戸

松﨑　靖司

6. 肝疾患の病態 平成 27年度茨城県地域
肝炎治療コーディネー
ター講習会ならびに肝炎
医療講習会（2015.7.26）
水戸

本多　　彰

7. 肝疾患患者をとりまく社会的環境と
肝炎治療コーディネーターの役割

平成 27年度茨城県地域
肝炎治療コーディネー
ター講習会ならびに肝炎
医療講習会（2015.7.26）
水戸

池上　　正

8. 最新の肝不全，肝癌治療のトピックス 平成 27年度茨城県地域
肝炎治療コーディネー
ター講習会ならびに肝炎
医療講習会（2015.7.26）
水戸

池上　　正

9. ここまで来た，C型肝炎の最新治療　
～新薬で大きく変わる C型肝炎治療
～

日本病院薬剤師関東ブ
ロック　第 45回学術大
会（2015.8.2）つくば

松﨑　靖司

10. ここまで来た，C型肝炎の最新治療　
～新薬で大きく変わる C型肝炎治療
～

2015年：肝炎地域医療
従 事 者 研 修 会
（2015.10.14）水戸

松﨑　靖司

11. 今なら治る！ C型肝炎 第 16回肝がん撲滅茨城
の会　市民公開講座
（2016.8.1）鹿嶋

池上　　正
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腎 臓 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　卒前教育に関しては，臨床実習を通じて腎臓内科疾患の診断法，主要な腎疾患の治療法を修得するとともに，チー

ム医療についても理解してもらう。
　　　　　　　卒後教育に関しては，初期研修医は腎疾患の診断・治療に加えて社会的背景を考慮した診療方針，および基本的

手技を修得すること，後期研修医は当科関連学会の認定医・専門医取得をすることを目標としている。
「現 状 説 明」　卒前教育に関しては，M5，M6の臨床実習に限定されるが，初期・後期研修医，臨床研究医の下で，病棟での仕

事を体験することで，チーム医療の理解を図っている。また，講師以上でのクルズスを週 2回程度行い，腎疾患
の知識習得を図っている。

　　　　　　　初期研修医に対しては，後期研修医・臨床研究医が直接指導者として関与し，必要手技や病棟業務の習得に努め
ている。後期研修医は全員後期研修終了までに内科認定医を取得，臨床研究医も腎臓専門医，透析専門医を取得
している。

「点検・評価」　学生・初期研修医からの feedbackによると現状に大きな問題点はないが，教育の評価システムが十分とは言え
ない。後期研修医ならびに臨床研究医の認定医・専門医取得もできているが，専門医としての実際の必要手技修
得の評価システムが十分とは言えない。

「改 善 方 策」　学生・初期研修医からの feedback以外の自己点検システムの構築を検討中である。初期研修医向けの診療マニュ
アルの作成・改訂を行う。また，後期研修医・臨床研究医の評価方法ならびにカリキュラムの充実を検討中であ
る。

【研究】
「到 達 目 標」　腎疾患ならびに末期腎不全に伴う合併症などの臨床に直結した研究を極め，学会発表および論文報告を行い，新

たな診断法や治療法の開発・普及に努める。
「現 状 説 明」　急速進行性糸球体腎炎を主とした腎疾患，腎性貧血・骨ミネラル代謝異常・脂質異常症などの末期腎不全に伴う

合併症，腎リハビリテーションなど，各個人のテーマに応じて，臨床研究を開始しており，主な国内関連学会（日
本腎臓学会と日本透析医学会）にて学会発表を行い，数編の論文も publishされている。

　　　　　　　特に，急速進行性糸球体腎炎に対しては，厚生労働省難治性疾患克服研究事業（進行性腎障害に関する調査研究）
に参加し，疫学研究や多施設共同前向き試験に協力するとともに，新たな合併症の診断法や治療法の可能性を報
告している。

「点検・評価」　学会発表については，主な国内関連学会に数多くの演題を発表できているが，国際学会での発表を増やす必要が
ある。また，数編の症例報告の論文化および研究論文（原著）も publishされているものの，今後，さらに増や
す努力が必要である。

「改 善 方 策」　研究対象の範囲の拡大とテーマの拡充を目的として，抄読会に加え，症例報告に直結するような case conference
や研究テーマに沿った research meetingの場を設ける。また，共同研究センターを主とした他診療科ないしは他
研究機関との共同研究を開始している。

【診療】
「到 達 目 標」　検尿異常から末期腎不全における透析医療まで，腎疾患の最初から最後までを診療することを目指し，より多く

の症例を診療するとともに，新たな診断法や治療法の開発・普及に努める。
「現 状 説 明」　初診外来患者数は 814名，新入院患者数は 190名，総入院患者数は 3,854名，入院症例における平均在院日数は

19.3日であった。
　　　　　　　超音波下経皮的腎生検は 21例に施行した。また，新規治療法として，急速進行性糸球体腎炎（顕微鏡的多発血

管炎など）に対する分子標的治療薬による治療を開始した。
　　　　　　　新規血液透析導入症例は 55例で，そのうち 7例は当院維持血液透析療法へと移行，残り 48例は他の透析医療機

関に逆紹介した。内シャント設置術を 60例に，経皮的シャント血管拡張術を 25例に施行した。一方，他院から
当院で一時的に入院血液透析療法を必要とした症例は 74例で，消化器，循環器，整形外科領域の合併症による
ものが各々 20%程度であった。アフェレシス療法は血漿交換療法 1例 3回，二重膜濾過血漿交換（DFPP）6例
26回，免疫吸着療法 1例 5回，顆粒球 /リンパ球除去療法（G-CAP/L-CAP）4例 28回を施行した。
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「点検・評価」　平均在院日数は短縮傾向ではあるが，入院診療における症例数，腎生検数，1患者あたりの診療単価の改善をは
かる必要がある。

　　　　　　　内シャント設置術，シャントの経皮的血管形成術（PTA），透析導入症例は年々増加傾向であるが，外来維持血
液透析症例数は，透析ベッドに限りがあることもあり，一定数に留まり，導入後の症例は他医療機関への逆紹介
にて対応している。近隣医療機関との間で連絡会議・講演会・勉強会に参加し，近隣医療機関との間で患者紹介・
逆紹介を増やしていった。

「改 善 方 策」　短期入院患者数ならびに 1患者あたりの診療単価増加を図る。また，長期入院患者数増加を回避するため，長期
入院患者の受入可能な関連慢性期病院とのスムーズな連携を継続する。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　現在診療を受けている患者にはさらなる疾患の理解を深めて頂けるようにすること。また，地域住民の一般健康

人に対しても，腎臓病を理解して頂き，早期発見・早期治療の重要性を啓蒙する。
「現 状 説 明」　院内腎友会との共催による透析患者主体の勉強会，患者会機関誌への寄稿などにより，患者ならびに家族への教

育を定期的に施行している。また，院内での公開講座での講演，一般地域住民を対象にした行政主体の公開講座
での講演などを行っている。地域・県医師会・学会などの事業（災害対策，感染対策，保険診療普及など）にも
参画している。

「点検・評価」　院内腎友会の勉強会は定期的（年 3～4回）に施行でき，患者からの反応も良好である。透析回避にむけた保存
期腎不全患者に対する教育活動がまだ十分ではないが，医師会などの各種事業への参加はまずまずである。

「改 善 方 策」　今後は透析患者のみならず，保存期腎不全患者を対象とした，勉強会や教育講演の定期開催を行い，看護師，栄
養士などのコメディカルスタッフとともに，当院の腎不全教育を充実させる。また，一般住民の意見を広く取り
入れ，一般地域住民を対象にした行政を取り込んだ公開講座での講演などを行っていく。これまで以上に地域医
師会，県医師会，学会などの事業に積極的に参加していく。

I.　著書
1. 腎不全 アークメディア，わかり

やすい疾患と処方薬の解
説　2015年改訂版　病
態・薬物治療編，212-

217, 2015

下畑　　誉，小林　正貴，日塔　武彰*

II.　学術論文
A1. Pulmonary involvements of anti-neutro-

phil cytoplasmic autoantibody-associated 
renal vasculitis in Japan

Nephrol Dial Transplant 30
（ 1）：i 8 3-9 3 ,  2 0 1 5
（IF=4.085）

Hirayama K,  Kobayashi M,  Usui J*,  Arimura Y*,  Sugi-
yama H*,  Nitta K*,  Muso E*,  Wada T*,  Matsuo S*,  
Yamagata K*

2. Serum-Soluble CD40 Ligand Level in 
MPO-ANCA-Associated Renal Vasculitis

Journal of Vasculitis 1
（1）：102, 2015

Hirayama K,  Nagai M,  Ebihara I*,  Higuchi T*,  Maruyama 
H,  Miyamoto Y,  Ogawa Y,  Shimohata H,  Kobayashi M

D1. Serum soluble levels of the transmem-
brane activator and calcium-modulator 
and cyclophilin-ligand interactor in 
MPO-ANCA-associated renal vasculitis

Clin Exp Nephrol 19（4）：
759-760, 2015（IF=1.945）

Nagai M,  Hirayama K,  Ebihara I*,  Kobayashi M

2. エビデンスに基づく急速進行性腎炎
症候群（RPGN）診療ガイドライン
2014（解説）

日本腎臓学会誌 57（1）：
139-232, 2015

松尾　清一*，木村健二郎*，有村　義宏*，武曾　惠理*，
藤元　昭一*，長谷川みどり*，要　　伸也*，臼井　丈一*，
猪原登志子*，小林　正貴，他 19名

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 糖尿病腎症の臨床と病理 第 11回日立腎セミナー

（2015.7.17）日立
小林　正貴

2. CKD難治例の治療 第 3回 CKD保存療法普
及のための全国大会
（2015.10.25）取手

小林　正貴

B1. IgA腎症と脂質異常症 茨城　腎と脂質研究会
（2015.1.29）つくば

平山　浩一
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2. 新しい糖尿病薬をどのように使い分
けるのか

糖尿病プレミアムセミ
ナー inつくば（2015.1.29）
つくば

下畑　　誉

3. 尿蛋白，尿潜血ともに陰性であった糖
尿病性糸球体硬化症の一例

第 203回茨城県内科学会
（2015.3.14）水戸

丸山　浩史，下畑　　誉，小川裕二郎，平山　浩一，
小林　正貴

4. 透析患者の透析前後での運動耐容能
の違い

第 5回日本腎臓リハビリ
テーション学会学術集会
（2015.3.21）東京

大関　直也，田中　良太，倉形　裕史，大賀　　優，
丸山　浩史，小川裕二郎，下畑　　誉，平山　浩一，
小林　正貴，田中　宏和，大久保信司

5. 透析中の運動療法の効果についての
検証

第 5回日本腎臓リハビリ
テーション学会学術集会
（2015.3.22）東京

下畑　　誉，丸山　浩史，小川裕二郎，平山　浩一，
小林　正貴

6. Fabry nephropathyの治療について ファブリー病学術講演会
（2015.3.24）つくば

下畑　　誉

7. 糖尿病性腎症について 今後の腎臓医療を考える
（2015.3.26）つくば

小林　正貴

8. 透析中の運動療法の効果についての
検討

第 15 回茨城 CKD 研究
会（2015.4.23）つくば

下畑　　誉

9. 骨ミネラル代謝異常について つ く ば JOY 会 講 演 会
（2015.5.11）つくば

下畑　　誉

10. 腎生検データに基づく感染後腎炎の
時代的変遷の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5）愛知

田原　　敬*，臼井　丈一*，高田　健治*，海老原　至*，
錦　　健太*，植田　敦志*，岩渕　　聡*，石津　　隆*，
飯塚　　正*，竹村　克己*，小山　哲夫*，長田　道夫*，
小林　正貴，山縣　邦弘*

11. 腎生検を施行した糖尿病患者の腎組
織所見と臨床検査所見の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.5）愛知

下畑　　誉，丸山　浩史，小川裕二郎，平山　浩一，
小林　正貴

12. 当院における腎生検施行不能な高齢
者ネフローゼ症候群に対する経験的
治療・予後の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.6）愛知

佐藤ちひろ*，椎名　映里*，国府田　恵*，郡司　真誠*，
大久保裕希*，海老原　至*，臼井　丈一*，小林　正貴，
山縣　邦弘*

13. MPO-ANCA関連血管炎における血清
Claudin-5濃度の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（20015.6.7）愛知

平山　浩一，長井　美穂，樋口　貴士*，丸山　浩史，
宮本　和宜，小川裕二郎，下畑　　誉，海老原　至*，
小林　正貴

14. MPO-ANCA関連血管炎における血清
AIM濃度の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.7）愛知

樋口　貴士*，平山　浩一，長井　美穂，丸山　浩史，
小川裕二郎，下畑　　誉，海老原　至*，澁谷　　彰*，
小林　正貴

15. 敗血症 AKI症例における血管透過性
因子の検討

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.7）愛知

海老原　至*，平山　浩一，長井　美穂，椎名　映里*，
国府田　恵*，郡司　真誠*，大久保裕希*，佐藤ちひろ*，
臼井　丈一*，山縣　邦弘*，小林　正貴

16. 糖尿病性腎症を有する患者さんにお
ける症例

霞ヶ浦ほとりカンファレ
ンス（2015.6.16）土浦

下畑　　誉

17. シャント穿刺成功率向上に向けての取
り組み～イメージ訓練を実施して～

第 60回日本透析医学会
学術集会（2015.6.26）神
奈川

加藤　　剛，氏家ゆかり，河島亜弥子，相蘇　早里，
小野寺美和，渡邉美奈子，下畑　　誉，小林　正貴

18. 糖尿病性腎症を原疾患とする維持透
析患者の特徴についての検討

第 60回日本透析医学会
学術集会（2015.6.28）神
奈川

下畑　　誉，丸山　浩史，小川裕二郎，平山　浩一，
小林　正貴

19. 腎臓内科医から見た糖尿病性腎症 腎・糖尿病治療 up-to-

date（2015.7.2）水戸
小林　正貴

20. 腎機能障害時の Linagliptinの効果につ
いて

Kidney&Diabetes Confer-
e n c e  i n  T s u k u b a
（2015.9.17）つくば

下畑　　誉
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21. エタネルセプト投与後の関節リウマ
チ患者に認めた糖尿病性腎症様のメ
サンギウム増殖性腎炎

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2）
東京

塩入瑛梨子*，椎名　映里*，国府田　恵*，郡司　真誠*，
佐藤ちひろ*，海老原　至*，臼井　丈一*，小林　正貴，
山縣　邦弘*

22. 肉眼的血尿後に急性腎障害を繰り返
した IgA腎症の一例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2）
東京

下畑　　誉，丸山　浩史，小川裕二郎，平山　浩一，
小林　正貴

23. エンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）
を施行した敗血症 AKI患者における
Angiopoietinバランスの関与

第 36回日本アフェレシ
ス 学 会 学 術 大 会
（2015.10.31）埼玉

海老原　至*，平山　浩一，長井　美穂，椎名　映里*，
国府田　恵*，郡司　真誠*，佐藤ちひろ*，下畑　　誉，
臼井　丈一*，山縣　邦弘*，小林　正貴

24. 糖尿病性腎症に微小変化型ネフロー
ゼ症候群を合併した症例に対する治
療

第 23回茨城腎疾患治療
研究会（2015.11.19）つ
くば

下畑　　誉

25. 当院における 65歳以上の透析患者の
現状調査～事前指示書取り組みに向
けて～

第 49回茨城人工透析談
話会（2015.11.29）水戸

河島亜弥子，松田　紀子，大竹のり子，熊倉　優理，
小野寺美和，渡邉美奈子，下畑　　誉，平山　浩一，
小林　正貴

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. オープニングリマークス 第 11回 N型カルシウム

チ ャ ン ネ 研 究 会
（2015.1.15）つくば

小林　正貴

2. クロージングリマークス 茨城　腎と脂質研究会
（2015.1.29）つくば

小林　正貴

3. クロージングリマークス ADPKD学術講演会－常
染色体優性多発性のう胞
腎－（2015.4.2）つくば

小林　正貴

4. 原因不明の発熱を呈した症例 第 41 回 症 例 検 討 会
（2015.4.23）阿見

丸山　浩史，平山　浩一

5. クロージングリマークス Chugai Nephrology Forum 
in Tsukuba（2015.8.6）つ
くば

小林　正貴

6. オープニングリマークス 第 37回地域がん拠点病
院研修会（2015.8.28）阿
見

小林　正貴

7. クロージングリマークス 腎症患者における糖尿病
血糖管理を考える会
（2015.9.10）つくば

小林　正貴

8. オープニングリマークス 腎臓病講演会（2015.10.8）
つくば

小林　正貴

9. オープニングリマークス 第 59 回茨城腎研究会
（2015.11.17）つくば

小林　正貴

総 合 診 療 科

【教育】
「到 達 目 標」　学生教育　茨城医療センターで行われる臨床実習において適切な学習環境を設定し，提供すること。
「現 状 説 明」　卒後臨床研修センター事務の協力を得て，臨床実習を担当する診療科との連絡調整を行うことができている。
「点検・評価」　学生宿舎（平成元年建築）の老朽化による水回り，空調，壁紙，床の点検・補修などを行っておりますが，予算

の折り合いがつかず，学生に不快な思いをさせてしまうこともあります。インターネットを活用した自己学習が
求められていますが，当院では wifi 環境が整備されておらず学習環境として充分ではありません。

「改 善 方 策」　現状を少しでも保てるように，コミュニケーションを密にして行きたいと思います。
「目標・改善方策の達成度」　施設設備以外は充分に達成されていると考えています。
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【研究】
「到 達 目 標」　臨床論文の執筆，研究などを行う。
「現 状 説 明」　学術活動がおこなわれておりません。
「点検・評価」　大学病院の一部門としては適切でないと考えています。
「改 善 方 策」　現状では打開策がありません。
「目標・改善方策の達成度」　極めて不充分です。
【診療】
「到 達 目 標」　
「現 状 説 明」　内科の一分野として総合診療科外来を行ってきた。日中の内科系救急者初期治療を行ってきた。9月末までは後

期研修医が西新宿キャンパスより 1名派遣されており，病棟管理も行ってきました。
「点検・評価」　 9月末までは外来，救急，病棟運営を円滑に行うことができた。10月より 1名体制となり，病棟運営が困難となっ

てしまいました。
「改 善 方 策」　人員の確保と関連内科領域との協同診療体制を構築する
「目標・改善方策の達成度」　9月末までの目標は達成されました。10月以降は協同診療体制の構築により改善を図りたいと思い

ます。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　茨城県の地域医療に貢献することができる人材を育成する。
「現 状 説 明」　茨城県立竜ヶ崎一高性を対象とした，医学インターンシップを 6年間開催してきました。茨城県保健福祉部地域

医療支援センターキャリアコーディネーターとして茨城県をサポートしてきました。
「点検・評価」　例年 8名の参加があり，参加者から本学医学科への合格者があり，医学部進学のモチベーションを向上させるこ

とに貢献することができました。茨城県内医師不足地域で研修する医師のキャリア形成を補助することができま
した。

「改 善 方 策」　茨城の地域医療に貢献できる優秀な人材を育成していく。
「目標・改善方策の達成度」　今後も継続していく。

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 医学進学モチベーションアップセミ
ナー

医学部学生生活と医師の
仕事について（2015.1.26）
茨城県庁三の丸庁舎（水
戸市）

柳生　久永

2. 第 6回竜ヶ崎一高医学インターンシッ
プ

医学部進学を目指す高校
生の医学体験（2015.7.29）
茨城医療センター

柳生　久永

3. 総合診療能力を高める特訓ゼミ（茨城
県主催）

臨床推論八番勝負（全身
倦怠感，口渇を主訴とす
る症例）（2015.11.28）大
洗オーシャンビュー（大
洗）

柳生　久永

皮 膚 科

【教育】
「到 達 目 標」　臨床の場における学生教育の質の向上を目指して皮膚科学実習を行う。
「現 状 説 明」　5年生の BSL，6年生の CCにおいて当科を選択した学生に対して皮膚科の教育を行っている。
「点検・評価」　合格圏内と考えているが，更に学生参加型の効果的な実習方法・形式を開発する。
「改 善 方 策」　少しでも学生に地域医療における皮膚科の役割を教育する。
「目標・改善方策の達成度」　現時点では 70%程度と考えている。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床に密着した臨床研究を行う。
「現 状 説 明」　治験を含む複数の臨床研究を行っている。
「点検・評価」　治験を含む新しい治療方法の改善ができている。
「改 善 方 策」　益々症例の集積を行い，より細やかな臨床研究に望みたい。
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「目標・改善方策の達成度」　現時点では 60%程度と考えている。
【診療】
「到 達 目 標」　茨城県南の中核病院として紹介症例，入院症例を益々多く受け入れられる体制を作りたい。
「現 状 説 明」　常勤皮膚科医 3名で，ぎりぎり入院症例を受け入れられる体制である。
「点検・評価」　平均して 1日 10名以上の入院患者がおり，常勤 3名体制の皮膚科としては多い方である。
「改 善 方 策」　医療収入を上げることにより皮膚科医の増員をはかり，増員が更なる収入増を生む好循環を構築する。
「目標・改善方策の達成度」　現時点では 80%程度と考えている。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域社会に皮膚科疾患についての理解と認識を得る。
「現 状 説 明」　研究会・検討会を企画し，県南地区の皮膚科医・非皮膚科医に研鑽する機会を提供している。
「点検・評価」　地域医療連携のための研究会・検討会は軌道に乗っている。
「改 善 方 策」　市民を対象とした公開講座の企画を考えている。
「目標・改善方策の達成度」　現時点では 80%程度と考えている。

I.　著書
1. アレルギー疾患「アトピー性皮膚炎」 中外医学社，内科外来処

方 Navi，194，2015
川内　康弘（編：水谷　太郎，監修：富野康日巳）

2. 類乾癬 南江堂，皮膚疾患最新の
治 療 2015-2016，139，
2015

川内　康弘，渡辺　晋一，古川　福美編

II.　学術論文
A1. Angiosarcoma of the scalp in a patient 

with systemic sclerosis
J Dermatol 42：102-104, 
2015

Kubota N,  Fujisawa Y,  Nakamura Y,  Tanaka R,  Saito A,  
Maruyama H,  Ishii Y,  Furutra J,  Kawachi Y,  Fujimoto 
M

2. A single center, prospective randomized, 
open-label, clinical trial of ceramide 
2-containing hydrocolloid dressings ver-
sus polyurethane fi lm dressings for pres-
sure ulcer prevention in high-risk surgical 
patients

Chronic Wound Care Man-
agement and Research 2：
171-179, 2015

Kohta M,  Sakamoto K,  Kawachi Y,  Oh-I T

B1. 皮膚の酸化ストレス 東 医 大 誌 73（3）：244-

251, 2015
川内　康弘

2. 家族性腫瘍学各論：結節性硬化症 TSC 日 本 臨 床 73（6）：230-

234, 2015
川内　康弘

3. 家族性腫瘍学各論：原因遺伝子 NF2 日 本 臨 床 73（6）：370-

374, 2015
川内　康弘

C1. 超硬合金破片による Implantation Der-
matosis

皮膚臨床 57（12）：1904-

1908, 2015
井上　紗惠，市川　栄子，久保田典子，藤澤　康弘，
川内　康弘，藤本　　学

2. セフジトレンピボキシルで感作され
たと考えられ，セフトリアキソンナト
リウムでアナフィラキシーを生じた 1
例

J Env Dermatol Cutan 
Allergol 9：243-249, 2015

齊藤　明允，古田　淳一，中村　貴之，沖山奈緒子，
川内　康弘，大塚　藤男，藤本　　学

3. 円板状エリテマトーデスによる頭部
瘢痕性脱毛症

皮 膚 診 療 37：341-344, 
2015

神田　泰洋，川内　康弘，大井　綱郎

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 環状扁平苔癬の一例 第 87回日本皮膚科学会

茨城地方会（2015.3）つ
くば

神田　泰洋，川内　康弘，大井　綱郎
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2. 抗 BP180型粘膜類天疱瘡の一例 第 88回日本皮膚科学会
茨城地方会（2015.7）日
立

小林　祐子，大貫　瑠璃，川内　康弘

3. 増殖性天疱瘡の一例 第 88回日本皮膚科学会
茨城地方会（2015.7）日
立

大貫　瑠璃，小林　祐子，川内　康弘

4. シクロスポリンが奏功した掌蹠膿疱
症性骨関節炎の 1例

第 89回日本皮膚科学会
茨 城 地 方 会（2015.10）
水戸

小林　祐子，城　　理沙，川内　康弘

放 射 線 科

II.　学術論文
A1. Diagnostic performance of bone scintigra-

phy analysed by three artifi cial neural net-
work systems

Ann Necl Med 29（2）：
125-131 ,  2015（Oct . 
/2014 電 子 出 版 ） 
（IF=1.41）

Kikushima S,  Hanawa N,  Kotake F

III.　学術刊行物
A1. 肝細胞癌の放射線治療（総説） 東医大誌 73（4）：2015.10 菅原　信二

2. 球状塞栓物質をどう使うか　総論
（Instruction For Use）

日本 IVR学会誌 JSIR 30 
（2）：5-12, 2015.6

高橋　正秀，阪口　昇二　他

B1. Embosphere を 用 い た fl ow directed 
embolization ～AP shuntの閉塞・側副
血行路からの腫瘍塞栓～

Rad Fan 13（15）：1-4, 
2015.12

高橋　正秀，代田　夏彦，菅原　信二

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. How to prepare and utilize Embosphere in 

TAE for HCC　～The role of bland 
embolization～

第 44 回 IVR 学 会 総 会　
技 術 教 育 セ ミ ナ ー
（2015.5.29）宮崎シーガ
イア

高橋　正秀

国内学会
A1. Microsphere-TACE for HCC 東京アンギオ IVR研究

会（2015.2.12）明治記念
館

高橋　正秀

2. がんと動脈硬化　～カテーテル戦略
の最前線～

第 9回三河 PET研究会 
（2015.3.14）ホテルアソ
シア豊橋

高橋　正秀

3. Technical considerations and complica-
tions specifi c to Microsphere-TACE

シンポジスト　第 74回
JRS総会（2015.4.17）パ
シフィコ横浜国立大ホー
ル）

高橋　正秀

4. Case Based Discussion（総腸骨動脈瘤
切迫破裂の治療方針・EVARの詳細）

解答者　第 33 回日本
MSG研究会（2015.5.30）
宮崎シーガイア

高橋　正秀

5. MONACO 5.0の使用経験：一歩進ん
だ定位照射と VMATのために

エレクタ オンコロジー
ミーティング in 東京 
（2015.7.4）中央区

菅原　信二
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6. ビーズの真相　～私たちは何を期待
してそれを手にしたのか ?～

第 37回つくば IVRカン
ファレンス（2015.7.17）
筑波国際会議場

高橋　正秀

7. DCBsを安全に使用するこつ　～いか
に合併症を回避するか～

第 3 回 DCB 検 討 会 
（2015.7.25）東京コンファ
レンスセンター品川

高橋　正秀

8. DEB-TACE　ポジショニングと安全性 LCCI（2015.8.6）東京医
科大学茨城医療センター

高橋　正秀

9. 認知症の画像診断 第 4回稲敷地区地域連携
懇話会（2015.11.13）稲
敷

菅原　信二，代田　夏彦

10. 骨転移の放射線治療－外照射から内
用療法まで－

第 9回クリニカルランド
マーク茨城（2015.11.14）
水戸

菅原　信二

B1. 乳癌における骨シンチグラフィ False 
positive症例の特徴検討

第 55回日本核医学会総
会（2015.11.5）ハイアッ
トリージェンシー東京

代田　夏彦，菅原　信二，高橋　正秀，川崎真紗子，
山田　隆文，眞田　知英，清水　崇裕，徳植　公一

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 年間最優秀講演賞・Microsphere-TACE 

for HCC
東京アンギオ IVR研究
会（2015.2.12）明治記念
館

高橋　正秀

呼 吸 器 外 科

【教育】
「到 達 目 標」　臨床実習において手術，検査に積極的に参加し，呼吸器外科手術，検査を理解し呼吸器外に対する興味を持つ。
「現 状 説 明」　呼吸器外科 1週間のラウンドで，2-3件ほどの手術経験をさせている。積極的な BSLを行うよう指導している。

クルズスによる知識の補充を行っている。
「点検・評価」　臨床実習において比較的密に接し指導するよう心掛けているが，人員不足もあり一人になる場合も多かった。
「改 善 方 策」　テーマを与えレポート提出させ，それについて評価し指導することにより学習効果を上げる
「目標・改善方策の達成度」　ラウンドしてきたポリクリに対しては概ね目標達成できている。（80%達成率）
【研究】
「到 達 目 標」　肺癌の臨床検体を用いた研究の推進
「現 状 説 明」　呼吸器内科と基礎的研究を開始し，手術検体を提供している。肺がん治療に関し，県内の施設と共同で，臨床デー

タの学会発表，論文発表を行っている。IFは年間 1点未満が現状。2015年度は大学院生が当施設で行った基礎
実験で博士号を取得した。

「点検・評価」　基礎的研究のさらなる推進。
「改 善 方 策」　呼吸器内科や共同研究センターと連携を更に深め，基礎的研究を推進する。
「目標・改善方策の達成度」　臨床研究の学会発表は行っているが，臨床で多忙のため，基礎的研究が足りない。（達成率 60%）
【診療】
「到 達 目 標」　県南地域および鹿行地域の肺癌診療の中核的診療体制を築く。
「現 状 説 明」　肺悪性腫瘍手術症例に関しては，過去最高の 85例に増加した。
「点検・評価」　肺癌手術では，最新技術の完全胸腔鏡下手術を取り入れている。
　　　　　　　その他，硬性気管支鏡を用いた気道狭窄の治療や早期肺癌に対する光線力学的治療など特徴ある治療を行ってい

る。
「改 善 方 策」　呼吸器内科との連携強化，および当科の特徴をアピールし症例数を増やしていくことが重要。そのためにもホー

ムページの充実を図る。地域での講演会を増やす。
「目標・改善方策の達成度」　手術症例の増加を認め，がん診療連携パスの実績を積んでいる。今後更に，地域医療機関との連携

を強めていく。（達成度 65%）
【社会貢献】
「到 達 目 標」　社会における認知された呼吸器外科施設を目指し，地域住民に対し肺癌についての啓蒙を図る。
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「現 状 説 明」　2015年は，社会的貢献度は少なかった。
「点検・評価」　現状においては目標達成に対する努力が不十分である。
「改 善 方 策」　定期的な講演会の実施，ホームページの充実。
「目標・改善方策の達成度」　立てた改善策の実行が不十分（45%）。

I.　著書
1. 気道食道異物摘出マニュアル　7.成人
気管・気管支異物－呼吸器外科での摘
出の実際－

金原出版㈱・気道食道異
物 摘 出 マ ニ ュ ア ル     
137-150, 2015

古川　欣也，日本気管食道科学会　編

II.　学術論文
A1. Combination eff ect of photodynamic ther-

apy using NPe6 with pemetrexed for 
human malignant pleural mesothelioma 
cells

Int J Oncol 46（2）：741-

749, 2015（IF=2.773）
Maehara S,  Usuda J*,  Ishizumi T*,  Ichinose S,  Ohtani K,  
Inoue T*,  Imai K,  Furumoto H,  Kudo Y,  Kajiwara N,  
Ohira T,  Ikeda N

B1. 内視鏡下手術　プロの技 気管・気管
分岐部病変に対する気管支鏡下拡張
手技とステント留置術（解説）

日本気管食道科学会会報 
66（2）：92-94, 2015

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，齋藤　　誠，
池田　徳彦

C1. Custom-made Dumon Yステントで食
道気管瘻を閉鎖したヘルペス食道炎
の 1例

気 管 支 学 37（6）：660-

665, 2015
今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，齋藤　　誠，
池田　徳彦

D1. 癌領域における光線力学的療法の可
能性を求めて（座談会）

メディカルレビュー社，
Pharma Medica 33（2）：
104-109, 2015

加藤　治文，古川　欣也，伊関　　洋

2. 硬性気管支鏡の挿入と操作のコツ 南江堂，胸部外科 68
（11）：894

古川　欣也

3. 新たな気道ステント留置について　
適応と限界（座談会）

一般社団法人　呼吸研究
34（2）：133-142, 2015

宮澤　輝臣，岩崎　昭憲，沖　　昌英，古川　欣也

III.　学術刊行物
A1. 癌領域における光線力学的療法の可
能性を求めて（座談会）

メディカルレビュー社，
Pharma Medica 33（2）：
104-109, 2015

古川　欣也

B1. 硬性気管支鏡の挿入と操作のコツ 南江堂，胸部外科 68
（11）：894，2015

古川　欣也

2. INTERVIEW 古川欣也氏 オ プ ト ロ ニ ク ス 社，
Medical photonics 2015
（2）：53-56, 2015

古川　欣也

3. 新たな気道ステント留置について　
適応と限界（座談会）

一般社団法人呼吸研究，
呼 吸 34（2）：133-142, 
2015

宮澤　輝臣，岩崎　昭憲，沖　　昌英，古川　欣也

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. A clinicopathological study of resected 

small-sized non-small cell lung cancer 2 
cm or less in diameter with N2 lymph 
node metastasis

16th World Conference on 
Lung Cancer （2015.9.7）
Denver, USA 

Kato Y,  Ohsawa J,  Shimada Y,  Maeda J,  Yoshida K,  
Hagiwara M,  Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Ikeda 
N

2. Minority exon 19 deletions also have 
major response of EGFR tyrosine kinase 
inhibitors in non-small cell lung cancer

16th World Conference on 
Lung Cancer （2015.9.8）
Denver, USA 

Nakajima E,  Sugita M,  Furukawa K,  Miura H,  Taka-
hashi H,  Ikeda N,  Hirsch FR,  Franklin WA
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3. A clinical outcome of resected small-sized 
non squamous cell lung cancer 2.0 cm or 
less in diameter with N2 lymph node 
metastasis

3rd International Joint 
Meeting on Thoracic Sur-
gery（2015.11.18）Barce-
lona, Spain

Kato Y,  Nawa K,  Amemiya R,  Yoshida K,  Hagiwara M,  
Kakihana M,  Kajiwara N,  Ohira T,  Furukawa K,  Ikeda 
N

国内学会
A1. 硬性気管支鏡挿入手技とアルゴンプ
ラズマ凝固法

第 7回呼吸器インターベ
ンション動物セミナー
（2015.1.30）神奈川

古川　欣也

2. 硬性気管支鏡 第 7回呼吸器インターベ
ンション動物セミナー
（2015. 1.31）神奈川

古川　欣也

3. 硬性気管支鏡下ステント留置術のコ
ツとピットフォール

第 22回気管支鏡専門医
大会（2015.2.14）長崎

古川　欣也

4. 中枢気道狭窄の対処法－硬性気管支
鏡下手技を中心に－

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

古川　欣也

5. ハンズオンセミナー（硬性気管支鏡手
技）

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

古川　欣也

6. 肺癌に対する外来 PDTの安全性 第 25回日本光線力学学
会学術講演会（2015.7.10）
東京

大谷　圭志，前原　幸夫，工藤　勇人，小野祥太郎，
大澤潤一郎，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
古川　欣也，奥仲　哲弥*，加藤　治文，池田　徳彦

7. 中枢気道病変に対する気管支鏡下高
周波・マイクロ波凝固療法の有用性と
その使用方法

第 34回Microwave 研究
会（2015.9.12）東京

古川　欣也，雨宮　亮介，今井健太郎，名和　公敏，
加藤　靖文

8. PDT施行 1年後の異時性病変に対し
て胸腔鏡下肺葉切除を施行した多発
早期肺癌の治療経験

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
宇都宮

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，大森　智一，
今井健太郎，森下由紀雄，古川　欣也

9. 気道ステントによる食道気管・気管支
廔閉鎖術－呼吸器外科の立場から－

第 67回日本気管食道科
学会総会ならびに学術講
演会（2015.11.19）福島

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，雨宮　亮介，
名和　公敏，加藤　靖文

B1. リンパ節転移と周囲臓器浸潤を呈し
た肺MALTリンパ腫の 1切除例

第 152回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.3.7）つくば

今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，斎藤　　誠，
森下由紀雄，池田　徳彦

2. 重複癌と考え手術を施行した G-CSF
産生肺多形癌乳腺転移の 1例

第 32回日本呼吸器外科
学会総会（2015.5.14）高
松

今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，片場　寛明，
米山　礼美，斎藤　　誠，森下由紀雄，池田　徳彦

3. 気道気管廔に対して特注 Dumon-Y 
stentで廔孔閉鎖し経口摂取可能と
なったヘルペス食道炎の 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，斎藤　　誠，
池田　徳彦

4. 気管支鏡下高周波スネアにより早期
診断し得た，肺アスペルギルス症合併
肺癌の一例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

坂庭　信行，奥仲　哲弥*，古川　欣也，須藤　英一*，
永田　泰自*，池田　徳彦

5. 肺葉切除を伴わない分岐部 Deep 
Wedge切除再建術と吻合部狭窄に対す
る Temporary Stentingの 1例

第 4回茨城呼吸器外科手
術研究会（2015.7.25）つ
くば

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，雨宮　亮介，
名和　公敏，加藤　靖文

6. ヘルペス食道炎による食道気管瘻を
Custom-made Dumon Y ステントで閉
鎖した 1例

第 20回呼吸器インター
ベンション研究会

雨宮　亮介，今井健太郎，大森　智一，名和　公敏，
加藤　靖文，古川　欣也
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7. 外来化学療法における悪心・嘔吐対策
の現状分析

第 16回医療マネジメン
ト学会学術集会茨城支部
会（2015.9.6）つくば

櫻井規光子，戸田　香織，塩津　恵美，岩本　淳一，
古川　欣也

8. 開胸手術を回避しえた左上葉支嵌頓
クラウンの 1例

第 154回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.9.19）東京

名和　公敏，雨宮　亮介，加藤　靖文，古川　欣也

9. 光線力学的治療法と胸腔鏡下手術で
治療した喀痰細胞診 D1判定異時性多
発早期肺癌の治療経験

第 29回関東臨床細胞学
会学術集会（2015.9.26）
つくば

雨宮　亮介，古川　欣也，名和　公敏，加藤　靖文，
大森　智一，今井健太郎，洪　　建偉，松本　暢彦，
森下由紀雄

10. 肺およびサルコイドーシスのリンパ
節病変に転移を認めた前立腺癌の 1例

第 39回茨城肺癌研究会
（2015.10.3）つくば

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，森下由紀雄，
古川　欣也

11. 末梢肺癌に対する PDTに向けた各種
レーザープローブの比較検討

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
宇都宮

大谷　圭志，前原　幸夫，工藤　勇人，小野祥太郎，
古川　欣也，奥仲　哲弥*，荒井　恒憲*，加藤　治文，
池田　徳彦

12. ファーストライン erlotinib：体表面積，
減量と生存に関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

稲垣　雅春*，橋本　俊夫*，菊池　教大*，野村　明広*，
尾形　朋之*，本間　晋介*，籠橋　克紀*，中村　博幸，
宮崎　邦彦*，佐藤　浩昭*，古川　欣也

13. 茨城県における非小細胞肺癌に対す
る TS-1投与の現況

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

大久保初美，鏑木　孝之，齋藤　武文，市村　秀夫，
遠藤　健夫，酒井　光昭，檜澤　伸之，山本　祐介，
児玉　孝秀，岸　　厚次，栗島　浩一，佐藤　浩昭，
古川　欣也

14. 中枢気道狭窄に対し Aero StentTMを留
置した 2例の経験

第 155回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.12.5）東京

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，古川　欣也

乳 腺 科

【教育】
「到 達 目 標」　乳腺科で扱っている乳腺腫瘍，甲状腺・副甲状腺腫瘍について学生の基礎的な知識の確認・手技の習得を目指し

ている。また最新の診療内容の紹介をすることで，学生の旺盛な好奇心に応えられることを目標としている。
「現 状 説 明」　5年生および 6年生が診療参加型診療実習で選択した際，ローテートしてくる。
「点検・評価」　 平成 27年度は 5年生 6名が 1週間 BSLでローテートしてきていた。また，6年生 1名が 1か月間長期実習をした。

当科での実習および教育に対し，満足しているとの評価を得ている。
「改 善 方 策」　少しでも多くの学生にローテートを希望してもらえるよう，当科での教育・診療をアピールするとともに，診断・

治療などどこに重点をおいた実習を希望するか個人的な要望にも対応したい。
「目標・改善方策の達成度」　ローテートした学生の評価は良いが，ローテートする学生数の増加には至らなかった。
【研究】
「到 達 目 標」　「Bench to bedside」，基礎的な研究も最終的には臨床の場で，乳癌・甲状腺癌患者に役立つよう研究内容を進める

ことを目標としている。また，医師主導の臨床研究にも参加し，現状の治療だけではなく，新たな治療のアプロー
チを科学的に実践することを目標としている。

「現 状 説 明」　基礎および臨床研究とも海外を含めた他施設との共同研究体制を継続している。「トリプルネガティブ乳癌にお
ける次世代シーケンスデータと予後情報を用いた遺伝子解析」「甲状腺未分化癌に対する新規治療開発研究」「浸
潤性乳癌の保存病理検体による，遺伝子発現再発シグネチャおよびバイオマーカー解析」などを行っている。

「点検・評価」　国内外の主要学会でデータを発表し，完成されたデータを論文化し，国内外に発信していく必要がある。
「改 善 方 策」　公的研究費を獲得し，科内のメンバーだけではなく，これらの研究に興味がある仲間（医師に限らず）を広く応

募しプロジェクトを円滑に進めるための人的パワーをつけていく必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　かかわる人数は減少した。
【診療】
「到 達 目 標」　乳癌・甲状腺癌の早期発見・早期治療を追及し，専門性の高い診断と治療および先進的な高度医療を提供するこ

とを目標としている。
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「現 状 説 明」　当科の特徴は美容的に満足いただけるよう形成外科の協力により「内視鏡下乳腺摘出術・一期的乳房再建術」を
積極的に行っていることである。また，病理診断部・放射線科との合同カンファレンスを毎週行い正確な診断，
適切な治療を提供している。

「点検・評価」　他科・他部署との連携を緊密にしながら，専門科として高い診断と先進的な治療が行えている。乳癌・甲状腺癌
の症例数も年々増加している。

「改 善 方 策」　近隣の医院・病院からの紹介を増やせるよう，病診連携をさらに強めていきたい。
「目標・改善方策の達成度」　手術数，入院患者数は前年度に比べほぼ横ばいである。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域住民に対し，乳癌・甲状腺癌の早期発見・早期治療の啓蒙を行い，正しい知識を普及させていきたい。
「現 状 説 明」　市民公開講座や周辺医師会での講演会，医師だけでなく薬剤師・看護師などのコメディカルを対象としたセミナー

などを数多く行っている。
「点検・評価」　毎回多くの出席者があり，好評をえている。内容も臨床・基礎にとらわれず，基本的な内容から先進的な内容ま

で多岐にわたっている。
「改 善 方 策」　より多くの方々に，より幅広い知識の普及に努めていきたい。
「目標・改善方策の達成度」　おおむね達成できているが，引き続き啓蒙に努めたい。

II.　学術論文
A1. High levels of DJ-1 protein and isoelec-

tric point 6.3 isoform in the serum of 
breast cancer patients

Cancer Sci 106（7）：938-

943, 2015（IF=3.896）
Kawate T,  Iwaya K,  Koshikawa K,  Moriya T*,  Yamasaki 
T*,  Hasegawa S*,  Kaise H,  Fujita T,  他 11名

2. マンモグラフィの乳房構成と乳癌の検
出感度－複数の読影者による検討－

日本乳癌検診学会誌 24
（1）：113-122, 2015

東野英利子*，梅本　　剛*，伊藤　吾子*，鯨岡　結賀*，
越川佳代子，福田　禎治*，森　　千子*，馬　　恩博*，
高橋　秀人*

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. JAK inhibitors as new drugs for treatment 

of paclitaxel-resistant anaplastic thyroid 
cancer

AACR Annual Meeting 
2015（2015.4.20）Phila-
delphia, Pa. U.S.A

Fujita T,  Sasaki T,  Wang Z,  Koshikawa K,  Nishimura H,  
Fujimori M

2. DJ-1, a sensor protein of oxidative stress, 
detected as high levels of isoform at pl 6.3 
in the sera of breast cancer patients

The 74th Annual Meeting 
of the Japanese Cancer 
Association（2015.10.8）
Nagoya, Japan

Iwaya K,  Kawate T,  Fujita T,  Kaise H,  Yamada K,  Igu-
chi-Ariga SMM*,  Ariga H*,  Fujimori M,  Kohno N,  
Ma tsubara O*,  Ishikawa T

国内学会
B1. 甲状腺未分化癌に対する JAK阻害剤
による新規治療開発研究

三 大 学 セ ミ ナ ー
（2015.2.16）阿見

藤田　知之，越川佳代子，西村　　基，藤森　　実

2. 当院における超高齢者乳癌手術症例
の検討

第 237回茨城外科学会
（2015.2.21）阿見

藤田　知之，越川佳代子，西村　　基，近藤　亮一，
藤森　　実

3. 乳癌の診断と治療 武田薬品社外講師勉強会
（2015.4.16）つくば

西村　　基

4. 乳癌の診断と外科治療 協和キリン社内研修会
（2015.5.20）土浦

藤田　知之

5. マンモグラフィにおける乳房の構成
と BMIの関係

第 48回茨城乳腺疾患研
究会（2015.6.13）日立

浅野由貴子*，近藤　亮一，加納　理美*，久松明貴子*，
鷹巣　　香*，花香　淳一*，高橋　奈央*，藤森　　実

6. センチネルリンパ節転移陽性症例に
おける腋窩郭清省略適応となる術前
超音波所見の検討

第 48回茨城乳腺疾患研
究会（2015.6.13）日立

西村　　基，越川佳代子，近藤　亮一，藤田　知之，
洪　　建偉，森下由紀雄，藤森　　実

7. 依存疾患を有する乳がん患者に対す
る抗がん剤治療時の制吐支持療法の
工夫

第 48回茨城乳腺疾患研
究会（2015.6.13）日立

近藤　亮一，久松明貴子*，藤森　　実
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8. チーム医療における乳がん看護認定
看護師の役割－乳がん患者のがん告
知時から治療開始時期の思いを支え
る看護－

第 48回茨城乳腺疾患研
究会（2015.6.13）日立

久松明貴子*，近藤　亮一，花香　淳一*，高橋　奈央*，
浅野由貴子*，鷹巣　　香*，藤森　　実

9. 甲状腺癌の診断と治療 エーザイ社内研修会
（2015.6.26）土浦

藤田　知之

10. CTガイド下センチネルリンパ節穿刺
吸引細胞診の有用性

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

近藤　亮一，花香　淳一*，越川佳代子，西村　　基，
藤田　知之，亀田　典章*，藤森　　実

11. トリプルネガティブ乳癌における次
世代シーケンスデータと予後情報を
用いた遺伝子解析

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

藤森　　実，越川佳代子，西村　　基，近藤　亮一，
藤田　知之

12. エベロリムス投与によりワルファリ
ンコントロール不良となった進行乳
癌の治療経験

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

越川佳代子，西村　　基，藤田　知之，近藤　亮一，
藤森　　実

13. センチネルリンパ節転移陽性症例に
おける腋窩郭清省略適応となる術前
超音波所見の検討

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

西村　　基，越川佳代子，近藤　亮一，藤田　知之，
森下由紀雄，藤森　　実

14. トリプルネガティブ乳癌における次
世代シーケンスデータを用いた同時
共起性および相互排他性遺伝子解析

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

藤田　知之，越川佳代子，西村　　基，近藤　亮一，
藤森　　実

15. ステロイド不耐性患者に対する化学
療法中の制吐支持療法の評価

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.3）東京

花香　淳一*，近藤　亮一，久松明貴子*，藤森　　実

16. HER2陽性乳癌患者を「診る」 日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.2）つくば

藤田　知之

17. HER2陽性乳がんの治療ガイドライン 乳がん治療ガイドライン
講座～中外 eセミナー～
（2015.8.27）つくば

西村　　基

18. 外来化学療法におけるジーラスタの
使用経験

協和発酵キリン社内研修
会（2015.10.15）土浦

西村　　基

19. 乳癌の診断と外科治療 ノバルティス社外講師勉
強会（2015.10.21）土浦

藤田　知之

20. 甲状腺未分化癌細胞株において JAK
阻害剤は IL-6を減少し細胞増殖を抑
制する

第 48回日本甲状腺外科
学 会 学 術 集 会
（2015.10.29）東京

藤田　知之，西村　　基，藤森　　実

21. ハラヴェンの使用経験 エーザイ実践研修会
（2015.11.10）つくば

西村　　基

22. 当院における高齢者乳癌症例の検討 第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.27）福
岡

西村　　基，越川佳代子，近藤　亮一，藤田　知之，
藤森　　実

脳 神 経 外 科

【教育】
「到 達 目 標」　当科では地域医療に根ざした臨床を行なうことで学生教育を行なっている。
「現 状 説 明」　週三回の臨床カンファランスと週 1回の術後カンファランス，並びに月 2回のリハビリテーションカンファラン

スを行なうことで，学生教育の質の向上をはかっている。
「点検・評価」　学生実習は学生 1人に医師 1人が担当し教育・指導を行い最終的に学生指導医および科長が評価する。
「改 善 方 策」　緊急入院や緊急手術での指導が現在の指導要綱では十分に教育できない点。
「目標・改善方策の達成度」　概ね，昨年の到達目標を達成したと考えている。
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【研究】
「到 達 目 標」　当センターにおける研究は臨床研究がメインとなり各患者ファイルを作成している。今後がこのファイルを元に

「頸部内頸動脈病変」，「頭蓋内外血行再建術」等の臨床データを集計していく。
「現 状 説 明」　学会活動は継続して積極的に発表している。
「点検・評価」　最低でも年間 2~5編の学術論文を目指すように各医師間で検討していきたい。
「目標・改善方策の達成度」　前述した通り，定期的に論文作成に積極的に活動していく。
【診療】
「到 達 目 標」　地域医療を昨年より拡大し診療を行なうことで手術件数の増加に努める。
「現 状 説 明」　手術件数は確実に増加している。特に脳血管障害関連手術の増加が顕著であった。
「改 善 方 策」　当院における地域診療範囲を増やすため手術成績を周辺施設より良好なものにしていく。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域医師会，救急隊との定期的な勉強会を行なった。
「改 善 方 策」　上記勉強会を増やし当院への紹介や搬送を増やしていく。

I.　著書
1. Microsurgical Anatomy and Surgery of 

the Posterior Cranial Fossa：Surgical 
Approaches and Procedures Based on 
Anatomical Study

Springer, Japan, 2015 Matsushima T,  Matsushima K, et al.（In：Matsushima T 
ed）

2. 小脳脳幹裂の解剖とその開放 第 29回日本微小脳神経
外科解剖研究会講演集，
81-82, 2015

松島　　健，Yagmurlu K，神保　洋之，河野　道宏，
Rhoton AL, Jr

II.　学術論文
A1. Magnetic resonance imaging characteris-

tics of tumefactive demyelinating lesions
J Biomedical Science 
Enginerring 8：321-326, 
2015

Akimoto J,  Suda T,  Hashimoto R,  Fukuhara H,  Kohno 
M

2. Microsurgical Anatomy of the Lateral 
Condylar Vein and its Clinical Signifi -
cance

Neurosurgery 11 Suppl 2：
135-146, 2015

Matsushima K,  Funaki T,  Komune N,  Kiyosue H, 
Kawashima M,  Rhoton AL

3. Absence of the superior petrosal veins and 
sinus：Surgical considerations

Surg Neurol Int 26（6）：
34, 2015

Matsushima K,  Ribas ES,  Kiyosue H,  Komune M,  Miki 
K,  Rhoton AL

4. Anatomy and approaches along the cere-
bellar-brainstem fi ssures

J Neurosurg, epub, 2015 Matsushima K,  Yagmurlu K,  Kohno M,  Rhoton AL

5. 1. Comparison of lateral microsurgical 
preauricular and anterior endoscopic 
approaches to the jugular foramen

J Laryngol Otol 129 Suppl 
2：S12-20, 2015

Komune N,  Komune S,  Matsushima K,  Rhoton AL

6. Preservation of the nerves to the frontalis 
muscle during pterional craniotomy

J Neurosurg 122（6）：
1274-1282, 2015

Poblete T,  Jiang X,  Komune N,  Matsushima K,  Rhoton 
AL

7. Japanese Neurosurgeons and Microsurgi-
cal Anatomy：A Historical Review

Neurol Med Chir 55（4）：
276-285, 2015

Matsushima T,  Kawashima M,  Matsushima K,  Wanibu-
chi M

8. 心肺機能停止症例における蘇生後低
酸素脳症の急性期像および中期的予
後：一救急医療機関における 412CPR
症例分析

脳 死・ 脳 蘇 生 27（2）：
78-83, 2015

大賀　　優，加藤　大地，青柳　　滋，原岡　　怜，
大橋　智生，中村　達也，斎田　晃彦，河野　道宏，
三木　　保

9. Trigeminocerebellar arteryによる三叉神
経 痛 と microvascular decompression
（MVD）

脳神経外科速報 25（3）：
244-249, 2015

一桝　倫生，田草　川豊

C1. 動脈瘤壁濃染像を呈した部分血栓化
大型椎骨脳動脈瘤に対して internal 
trappingし奏効した 1治療例

脳 卒 中 37（2）：121-124, 
2015

一桝　倫生，橋本　孝朗，岡田　博史，田中悠二郎，
一桝　倫生，加藤　大地，河野　道宏
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Carotid stenting without contrast media 7th European Society of 

Minimally Invasive Neuro-
logical Therapy（2015.9.9）
Nice, France

Ohashi T

2. Trigeminal neuralgia due to compression 
of trigeminocerebellar artery：Report of 6 
cases

The 15th Interim Meeting 
of the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.9）

Ichimasu N,  akusagawa Y,  Nakajima N,  Hoshino T,  
Matsushima K,  Utsugi O,  Saida A, Kohno M

3. Microsurgical anatomy of the cerebellar 
fi ssures -cerebellar-brainstem fi ssure dis-
sections for brainstem surgery

The 15th Interim Meeting 
of the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.11）Roma, Itary

Matsushima K, Yagmurlu K, Jimbo H, Kohno M, Rhoton 
AL

4. Microsurgical and endoscopic anatomy of 
the extensions of the retrosigmoid 
approach and applications of the electro-
magnetic navigation system

The 15th Interim Meeting 
of the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.11）Roma, Itary

Matsushima K,  Komune N,  Matsuo S,  Jimbo H,  Kohno 
M,  Rhoton AL

5. Association between carotid artery steno-
sis and the ratio of sarum eicosapentae-
noic/arachidonic acid

13th Congress of the World 
Federation of Interven-
tional and Therapeautic 
N e u r o r a d i o l o g y
（2015.11.13）Gold Coast, 

Australia

Ohashi T,  Hashimoto T,  Koyama S,  Watanabe D,  Kohno 
M

国内学会
A1. 小脳脳幹裂の解剖とその開放　－特
に脳幹部手術のために－

第 29回日本微小解剖研
究会（2015.4.11）名古屋

松島　　健，Yagmurlu K，神保　洋之，河野　道宏，
Rhoton AL

2. 当院で行っている脳卒中治療につい
て

稲敷市医師会学術講演　
脳卒中地域連携の会
（2015.9.18）茨城

大橋　智生

3. 当院における脳血管障害外科的治療
の現状

鹿島脳卒中連携懇話会
（2015.11.16）茨城

原岡　　怜

4. 東京医科大学茨城医療センターにお
ける脳疾患の実績と今後の問題

茨城県鹿行地区講演会
（2015.11.16）茨城

斎田　晃彦

5. 当院における脳卒中日当直開始後の
患者動態

脳 卒 中 研 修 会
（2015.11.17）茨城

斎田　晃彦

6. 手術に役立つ後頭蓋窩微小解剖：若手
による解説

第 8回東海若手脳腫瘍手
術 研 究 会（2015.11.22）
名古屋

松島　　健

7. 茨城県南地域における脳疾患をいか
に取り込めるか

東京医科大学准教授・講
師 講 演 会（2015.11.27）
東京

斎田　晃彦

B1. 薬物抵抗性てんかんに対して脳梁離
断術と迷走神経刺激術を行った 1例

第 39回日本てんかんの
外科学会（2015.1.16）東
京

一桝　倫生，須永　茂樹，永井　健太，須田　智裕，
大塚　邦紀，橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂

2. 皮膚病変が進行し，脳腫瘍との鑑別を
要した肉芽腫性髄膜脳炎の 1例

第 129回東京医科大学八
王子医療センター CPC
（2015.1.20）東京

須田　智裕

3. コイル回収に難渋した一例 第 23 回 Intravascular 
Neurosurgery Winter Sem-
inar（2015.3.7）赤倉

大橋　智生，青柳　　滋
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4. 脳出血とくも膜下出血を同時かつ独
立に来たした 1例

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.26）広島

原岡　　怜，加藤　大地，青柳　　滋，堤　　将輝，
大橋　智生，大賀　　優，斎田　晃彦

5. もやもや病に合併した後大脳動脈破
裂脳動脈瘤の一例

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.26）広島

小笠原大介，橋本　孝朗，渡辺　大介，岡田　博史，
田中悠二郎，河野　道宏

6. Broad neckの球状中大脳動脈瘤に対す
る手術について：Parallel clippingか
perpendicular clippingか

第 44回日本脳卒中の外
科 学 会 学 術 集 会
（2015.3.27）広島

斎田　晃彦，大賀　　優，大橋　智生，堤　　将輝，
原岡　　怜，加藤　大地，青柳　　滋

7. 頚動脈病変と脂肪酸に関する考察 第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.27）広島

大橋　智生，加藤　大地，青柳　　滋，原岡　　怜，
堤　　将輝，大賀　　優，斎田　晃彦

8. 内視鏡併用開頭術にて全摘出を得た
鞍結節部髄膜腫の一例

第 51回多摩脳神経外科
懇話会（2015.4.9）東京

松島　　健，須田　智裕，一桝　倫生，橋本　　亮，
深見真二郎，須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

9. てんかんを伴った小児再発性側頭葉
内側腫瘍の 1例

第 23回多摩脳腫瘍研究
会（2015.5.16）東京

須田　智裕，須永　茂樹，神保　洋之，橋本　　亮，
福原　宏和，松島　　健，池田　幸穂

10. 脳腫瘍と DVT 東 京 脈 管 研 究 会
（2015.5.28）東京

新井　佑輔

11. 悪性脳腫瘍に対する術中迅速免疫染
色診断の試み

第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.30）高松

須田　智裕，秋元　治朗，福原　宏和，永井　健太，
市川　　恵，深見真二郎，河野　道宏

12. 急性硬膜下血腫により非けいれん性
てんかん重積状態を呈した一症例

第 9回日本てんかん学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.13）東京

一桝　倫生，須永　茂樹，須田　智裕，松島　　健，
橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂

13. 血栓化を伴った脳動脈瘤の一例 第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.26）沖縄

小笠原大介，青柳　　滋，大橋　智生

14. 内科治療抵抗性の中大脳動脈狭窄に
対して PTAを行った一例

第 16回脳神経血管内治
療 琉 球 セ ミ ナ ー
（2015.6.27）沖縄

新井　佑輔，橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，
岡田　博史，田中悠二郎，河野　道宏

15. 脊椎手術後髄液漏に対し perifascial 
areolar tissue（PAT）が有用であった 1
例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

松島　　健，橋本　　亮，権東　容秀，福原　宏和，
須田　智裕，須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之

16. 悪性脳腫瘍に対する術中迅速免疫染
色診断の試み

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

須田　智裕，秋元　治朗

17. 脳灌流圧低下に対する EC-IC bypass 
術前後に二期的に外頚動脈の PTA, 
stent 留置を行った 1例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

小笠原大介，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，斎田　晃彦

18. 経皮的血管形成術を施行した中大脳
動脈狭窄症の一例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

新井　佑輔，橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，
岡田　博史，田中悠二郎

19. 小脳テント髄膜腫伸展に伴う手術ア
プローチの選択

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

斎田　晃彦，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，小笠原大介

20. Suprajugular extension of the retrosig-
moid approach：microsurgical anatomy

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

松島　　健，河野　道宏，小宗　徳孝，三木　浩一，
松島　俊夫，神保　洋之，Rhoton AL

21. 外側後頭下開頭における頭蓋内側頭
骨削除のバリエーションと顕微鏡的
および内視鏡的解剖

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.10）名古屋

松島　　健，小宗　徳孝，松尾　　諭，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL

22. 磁場式ナビゲーションシステム
StealthStation S7の有用性

第 18回日本臨床脳神経
外科学会（2015.7.19）兵
庫

松島　　健，小宗　徳孝，松尾　　諭，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL
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23. 細菌性脳動脈瘤の 1治療例 合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

生天目浩昭

24. How do you trear it? 稀有な症例のご相
談

合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

松島　　健

25. Mobile plaque回収に成功した頸動脈
ステント留置術の 1例

合併症 &苦労した IVR
症例カンファレンス
2015（2015.8.8）東京

小笠原大介

26. Intraneural artery による三叉神経痛手
術

第 8回南十字星脳神経外
科手術研究会（2015.8.22）
函館

一桝　倫生，星野　孝省，田草　川豊，河野　道宏

27. 外側後頭下開頭における頚静脈孔周
囲の骨削除

第 8回南十字星脳神経外
科手術研究会（2015.8.22）
函館

松島　　健，神保　洋之，Rhoton AL，河野　道宏

28. 慢性硬膜下血腫術後の血腫腔の一部
に被膜を持った硬膜下膿瘍が生じた 1
例

第 127回一般社団法人日
本脳神経外科学会関東支
部学術集会（2015.9.12）
東京

須田　智裕，松島　　健，福原　宏和，橋本　　亮，
須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

29. tPA静注療法と緊急 CASを併用した
頚部内頚動脈閉塞の一例

第 127回一般社団法人日
本脳神経外科学会関東支
部学術集会（2015.9.12）
東京

新井　佑輔

30. Trigeminocerebellar artery による三叉神
経痛に対するMVD

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

一桝　倫生，田草川　豊，小笠原大介，青柳　　滋，
原岡　　怜，大橋　智生，斎田　晃彦

31. 中枢神経系における移植後リンパ増
殖性疾患（PCNS-PTLD）の経験

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

須田　智裕，松島　　健，福原　宏和，橋本　　亮，
須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

32. Radiation-induced carotid artery stenosis
に対する CASは安全か

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

生天目浩昭，橋本　孝朗，渡辺　大介，岡田　博史，
田中悠二郎，新井　佑輔，横山　智哉，河野　道宏

33. 脳腫瘍周術期における深部静脈血栓
症

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

新井　佑輔，秋元　治朗，深見真二郎，永井　健太，
河野　道宏

34. 血豆状内頸動脈瘤の治療方針：11自
験例からの考察

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.16）札幌

斎田　晃彦，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，小笠原大介

35. 外側後頭下開頭における頭蓋内側頭
骨削除　顕微鏡的・内視鏡的外科解剖
および磁場式ナビゲーションシステ
ムの有用性

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.16）札幌

松島　　健，小宗　徳孝，松尾　　諭，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL

36. 脳灌流圧低下に対する EC-IC bypass
術前後に二期的に外頚動脈の PTA, 
stent留置を行った 1例

日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.16）札幌

小笠原大介，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，斎田　晃彦

37. 頭痛と多動を呈した再発脳腫瘍によ
る小児てんかんの 1例

第 49回日本てんかん学
会学術総会（2015.10.30）
長崎

須田　智裕，須永　茂樹，松島　　健，福原　宏和，
大塚　邦紀，橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂

38. 冊子形式同意書の有用性と問題点 日本脳神経外科学会第
74 回 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

大橋　智生，柳田　国夫，来田　浩親，三木　　保
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39. 頚動脈ステント留置術における Flow 
Reverse法の有用性

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

大橋　智生，青柳　　滋，小笠原大介，一桝　倫生，
小山　俊一，渡辺　大介，橋本　孝朗，斎田　晃彦

40. 後頭顆周囲の 3つの condylar veinの解
剖学的バリエーションと anterior con-
dylar confl uence近傍の硬膜動静脈瘻
（優秀ポスター）

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

松島　　健，清末　一路，舟木　健史，小宗　徳孝，
河島　雅到，神保　洋之，河野　道宏，Rhoton AL

41. 当院における 85歳以上の破裂脳動脈
瘤患者に対するコイル塞栓術と開頭
クリッピング術の治療成績の比較

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

小笠原大介，大橋　智生，原岡　　怜，一桝　倫生，
青柳　　滋，斎田　晃彦

42. 頚部内頸動脈急性閉塞に対する治療 第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

新井　佑輔，橋本　孝朗，渡辺　大介，生天目浩昭，
田中悠二郎，岡田　博史，伊澤　仁之，河野　道宏

43. 治療戦略を見誤った blister aneurysm
の 1例

第 128回日本脳神経外科
学会関東支部学術集会
（2015.12.5）東京

原岡　　怜

44. 放射線治療後の早期再発診断にマル
チモダリティ画像が有用だった tectal 
gliomaの 1例

第 33回日本脳腫瘍学会
学術集会（2015.12.6）京
都

須田　智裕，小笠原大介，一桝　倫生，原岡　　怜，
大橋　智生，斎田　晃彦，秋元　治朗

45. バイパス吻合部に発生した脳動脈瘤
の 2例

第 16回茨城脳神経血管
内治療カンファランス
（2015.12.11）筑波

大橋　智生，小笠原大介，須田　智裕，一桝　倫生，
原岡　　怜，斎田　晃彦

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 後頭顆周囲の 3つの condylar veinの解
剖学的バリエーションと anterior con-
dylar confl uence近傍の硬膜動静脈瘻

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.19）岡山

松島　　健

2. 1. 平成 26年度日本頭蓋底外科学会　
優秀論文賞

1.平成 26年度日本頭蓋
底外科学会　優秀論文賞

松島　　健

消化器外科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　学生教育は臨床実習，及び選択実習が主体で，可能な限り実手術に参加させ，外科手術の基本と，外科解剖の熟

知させることと，手術侵襲における生体反応を理解させ周術期の経過を観察することを目標にしている。実際の
手技をドライラボで行い，自習講義を行い，手技の習得も目標とする。

「現 状 説 明」　現状では臨床実習期間が 6日間であるが，手術症例の術前カンファレンスに参加し，画像診断，手術術式を教え，
症例に対し，プレゼンテーションを行い可能な限り手術に参加させ，外科手術の基本を教えている。また臓器別
のクルズスも適宜行い，知識の整理を行っている。ドライラボを定期的に行い，実際の手技の体験を行っている。

「点検・評価」　時間的な制約と施設の特徴により，時期により手術に偏りがあるため手術手技の実習に不十分な点が出ている。
「改 善 方 策」　実習期間が短期間のため，可能な限り全ての手術への参加を予定し，周術期の経過を観察出来るように工夫する。

同時に緊急手術に参加させ経験を積ませている。
「目標・改善方策の達成度」　実習生の評価が高く，ドライラボは特に好評であった。
【研究】
「到 達 目 標」　研究は主に消化器がんに関する内容で，生体侵襲と癌の関連について共同研究を目指し，多施設共同研究，医師

主導の連携研究を推進している。
「現 状 説 明」　臨床診療に多忙で十分な基礎研究は出来ていないが，臨床研究では昨年は英文論文 4編，日本語論文 2編をまと

め，共同研究や学会主導の全国調査を行っている。また，国際学会でも成果を発表できた。
「点検・評価」　臨床研究として炎症性サイトカイン及び好中球リンパ球の比率と術後合併症と関係を Oncology lettersに掲載し，

硬化膵での膵腸吻合に手技について，Hepato-Gastroenterologyに論文が掲載された。
「改 善 方 策」　臨床症例を増やし，臨床研究を主体に行う。膵臓癌，胆道癌の臨床研究を推進し，科研費などの競争的資金の獲

得を目指す。
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「目標・改善方策の達成度」　現在多施設共同研究を医師主導で開始しているが，今後さらに phase2，3の臨床研究を推進していく。
【診療】
「到 達 目 標」　茨城県，特に県南部の中核的な診療体制を構築する。特に消化器がん治療の質の向上を目指すと同時に腹部救急

疾患を手掛け，365日 24時間緊急手術体制をとっている。
「現 状 説 明」　現状は低侵襲手術を心がけ，適応を選んで腹腔鏡手術を行っている。また，高難度手術を積極的に取り入れ，増

加傾向を示している。消化器がんの診断から，治療，終末期医療までの集学的治療として外来化学療法，緩和医
療も行っている。

「点検・評価」　医師の外科離れも拍車がかかり，医局員は減少しているものの，地域連携をさらに充実させ，低侵襲，高難度症
例の増加を図り，連携病院との治療分担をもって効率の良い診療を行う。

「改 善 方 策」　国内，国際学会活動を積極的に行うことを目標にし，地域のみだけではなく，日本，グローバルなものへ目を向
けていく。

「目標・改善方策の達成度」　臨床研究をさらに進め多施設共同研究や，症例集積による研究をすすめ国際学会への積極的な参加
に努力する。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　国内国際学会活動を積極的に行うとともに茨城県内の医師会活動，茨城県の医療政策に貢献する事を目標にして

いる。
「現 状 説 明」　茨城県内の研究会，代表世話人，世話人等に積極的な参加し地域に貢献し，地域向けの集談，公開講座などを開

催している。
「点検・評価」　国国際学会参加，シンポジウム，ワークショップへの発表が少ないものの地域への貢献を重視している。
「改 善 方 策」　臨床研究をさらに進め国内外の学会への積極的な参加に努力する。学会での理事，評議員を務める努力と茨城県

内での医療政策への貢献と医師会活動に積極的に参加する。
「目標・改善方策の達成度」　学会活動では日本外科学会代議員，日本外科系連合学会，日本臨床外科学会，日本胆道学会，日本

肝胆膵外科学会，日本腹部救急医学会，日本消化器病学会関東支部への評議員として参加を行い，外科系社会保
険委員会連合に委員として参加している。また，日本消化器外科学会での資格認定小委員会委員，日本腹部救急
医学会でのプロジェクト研究計画委員会委員を行い，各種研究会の世話人，日本，海外の雑誌の reviewerを行っ
ている。

II.　学術論文
A1. Pre-operative granulocyte/lymphocyte 

ratio as a predictive marker of post-opera-
tive complications in patients with 
colorectal cancer

Oncology letters 9：425-

429, 2015   IF=1.554
Shimazaki J,  Tabuchi T,  Nakachi T,  Motohashi G,  
Nishida K,  Ubukata H,  Tabuchi T

2. Effi  cacy of Non-Stented Pancreaticojeju-
nostomy Demonstrated in the Hard Pan-
creas

Hepato-Gastroenterology 
2015；62：279-282 doi 
1 0 . 5 7 5 4 / h e  1 4 1 0 3 8    
IF=0.928

Suzuki S*,  Ozaki Y*,  Shibata S*,  Kaji S*,  Koike N*,  Harada 
N*,  Hayashi T*,  Suzuki M,  Tabuchi T

C1. A giant solitary fi brous tumor of the mes-
entery：a case report and literature review

WORLD JOURNAL SUR-
GICAL ONCOLOGY
（ 2 0 1 5） 1 3：1 7  D O I 

1 0 . 11 8 6 / s 1 2 9 5 7-0 1 4-

0422-4 IF=1.408

Nishida  K,  Ubukata H,  konishi S,  Shimazaki J*,  Yano Y*,  
Morishita Y,  Tabuchi T

2. Laparoscopic management of an octoge-
narian adult intussusception caused by an 
ileal lipoma suspected preoperatively：a 
case report

WORLD JOURNAL SUR-
GICAL ONCOLOGY
（ 2 0 1 5） 1 3：7 5  D O I 

1 0 . 11 8 6 / s 1 2 9 5 7-0 1 5-

0504-y IF=1.408

Shimazaki J,  Nakachi T,  Tabuchi T,  Suzuki S,  Ubukata 
H,  Tabuchi T

III.　学術刊行物
A1. 非閉塞性腸管虚血（non-occlusive mes-

enteric ischemia ：NOMI）の診断と治
療

日本腹部救急医学会雑誌
35（3）：1077-1085, 2015

鈴木　修司*，近藤　浩史*，古川　　顕*，河井健太郎*，
山本　雅一*，平田　公一
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2. 大量消化管出血にて緊急手術を要し
た小腸 GIST症例

東医大誌 73（3別刷） 田渕　崇伸，村上　　昌，柳田　国夫，菊嶋　昭一，
森下由紀雄，田渕　崇文，梶山　英樹，西村　　基

3. 胆嚢原発神経内分泌腫瘍（Neuroendo-
crine tumor：NET G1）の 1例

日本胆道学会雑誌 29
（4），29（3）：769-774, 

2015

鈴木　修司，伴　　慎一，森下　慶一，小池　伸定，
原田信比古，鈴木　　衛，田淵　崇文

B1. NOMIの診断基準化と治療アルゴリズ
ムの構築目指して

Medical Tribune 48（14）
（2015 4.2）

鈴木　修司

2. 大腸癌の早期発見・早期治療 ほほえみ 55（2015.夏） 島崎　二郎

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Prognostic factors of clinicophysiological 

fi ndings in pancreatic cancer
5th Biennial congress of 
the Asian-Pacifi c Hepato-

Pancreato-Biliary asssocia-
tion（2015.3.18-21）Sin-
gapore

Suzuki S,  Goto Y,  Kajiyama H,  Takemura A,  Konishi S,  
Shimazaki J,  Motohashi G,  Nakachi T,  Tabuchi T,  
Nishida K,  Ubukata H,  Tabuchi T,  Harada N

国内学会
A1. 東京医大での 40年を振り返って 東京医科大学平成 26年

度退任教授最終講義
（2015.1.17）東京

田渕　崇文

2. 大腸癌の予防と早期発見・早期治療 平成 26年度　第 3回茨
城県がん検診推進サポー
タ ー 養 成 研 修 会
（2015.2.12）茨城

島崎　二郎

3. 膵臓って ?膵臓の病気 第 56 回市民公開講座
（2015.10.17）医療・福祉
研修センター

鈴木　修司

4. 医師不足地域における外科医療の現
状

第 1回平成次世代外科医
療 研 究 会（2015.10.24）
沖縄

鈴木　修司，島崎　二郎，本橋　　行，梶山　英樹，
田渕　崇伸，西田　清孝

B1. 術前化学療法により切除しえた大動
脈周囲リンパ節転移および膵浸潤を
伴う胃の低分化腺癌の 1例

第 237回茨城外科学会
（2015.2.21）茨城

田渕　崇伸，小西　　栄，田渕　崇伸，中地　　健，
竹村　　晃，梶山　英樹，本橋　　行，島崎　二郎，
鈴木　修司，生方　英幸，田渕　崇文

2. 膵・横行結腸浸潤を伴う巨大十二指腸
癌の 1切除例

第 237回茨城外科学会
（2015.2.21）茨城

梶山　英樹，鈴木　修司，竹村　　晃，西田　清孝，
田渕　崇伸，中地　　健，島崎　二郎，小西　　栄，
生方　英幸，田渕　崇文

3. 術前化学療法により切除しえた大動
脈周囲リンパ節転移および膵浸潤を
伴う胃の低分化腺癌の 1例

第 237回茨城外科学会
（2015.2.21）茨城

西田　清孝，小西　　栄，田渕　崇伸，中地　　健，
竹村　　晃，梶山　英樹，本橋　　行，島崎　二郎，
鈴木　修司，生方　英幸，田渕　崇文

4. 術前化学療法により治癒切除しえた
大動脈周囲リンパ節転移および膵浸
潤を伴う胃の低分化腺癌の 1例

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.5）広島

西田　清孝，小西　　栄，島崎　二郎，生方　英幸，
田渕　崇文

5. 非閉塞性腸管虚血（non-occlusive mes-
enteric ischemia；NOMI）の診断と治
療

第 51回日本腹部救急医
学会総会（2015.3.5）京
都

鈴木　修司，近藤　浩史，古川　　顕，河井健太郎，
山本　雅一，平田　公一

6. 遅発性に発症した外傷性白線ヘルニ
アの 1例

第 51回日本腹部救急医
学会総会（2015.3.5）京
都

小西　　栄，西田　清孝，田渕　崇伸，中地　　健，
竹村　　晃，梶山　英樹，本橋　　行，島崎　二郎，
鈴木　修司，生方　英幸，田渕　崇文

7. 大量消化管出血にて緊急手術を要し
た小腸 GISTの 1例

第 51回日本腹部救急医
学会総会（2015.3.5）京
都

田渕　崇伸，島崎　二郎，中地　　健，西田　清孝，
竹村　　晃，梶山　英樹，小西　　栄，鈴木　修司，
生方　英幸，田渕　崇文
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8. 腹腔鏡手術にて加療した小腸脂肪腫
による超高齢者腸重積症の 1例

第 51回日本腹部救急医
学会総会（2015.3.6）京
都

島崎　二郎，田渕　崇伸，中地　　健，西田　清孝，
竹村　　晃，梶山　英樹，本橋　　行，小西　　栄，
鈴木　修司，生方　英幸，田渕　崇文

9. 中下部胆管癌・十二指腸乳頭部癌にお
ける臨床生理学的予後因子の検討

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

鈴木　修司，後藤　悦久，梶山　英樹，竹村　　晃，
小西　　栄，島崎　二郎，本橋　　行，中地　　健，
田渕　崇伸，西田　清孝，生方　英幸，原田伸比古*，
鈴木　　衛，田渕　崇文

10. 大腸癌・腹腔鏡補助下手術と開腹手術
における周術期顆粒球 /リンパ球比の
検討

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

島崎　二郎，田渕　崇伸，中地　　健，西田　清孝，
竹村　　晃，梶山　英樹，本橋　　行，小西　　栄，
鈴木　修司，生方　英幸，田渕　崇文

11. 胆・膵神経内分泌腫瘍の検討 第 101回日本消化器病学
会 総 会（2015.4.23-25）
仙台

鈴木　修司，後藤　悦久，梶山　英樹，竹村　　晃，
小西　　栄，島崎　二郎，本橋　　行，中地　　健，
田渕　崇伸，西田　清孝，生方　英幸，原田伸比古*，
鈴木　　衛，田渕　崇文

12. 術後合併症軽減を考慮した膵消化管
吻合における工夫

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，田渕　崇文

13. 当科における潜在性胆嚢癌の検討 第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

梶山　英樹，鈴木　修司，竹村　　晃，西田　清孝，
田渕　崇伸，中地　　健，島崎　二郎，小西　　栄，
生方　英幸，田渕　崇文

14. 膵頭十二指腸切除術における no stent
膵空腸粘膜吻合の短期成績

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.18）
東京

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，島崎　二郎，
中地　　健，田渕　崇伸，西田　清孝，田渕　崇文，
小池　伸定，原田信比古*，鈴木　　衛

15. 腹腔鏡下に切除した腹壁原発の epi-
dermoid cystの 1例

第 40回日本外科系連合
学会学術集会（2015.6.19）
東京

西田　清孝，田渕　崇伸，竹村　　晃，中地　　健，
梶山　英樹，島崎　二郎，小西　　栄，鈴木　修司，
生方　英幸，田渕　崇文

16. 正常膵に対する膵頭十二指腸切除術
における no stent膵空腸吻合の短期・
長期成績の検討

第 46回日本膵臓学会大
会（2015.6.19）名古屋

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，田渕　崇文，
小池　伸定，原田信比古*，鈴木　　衛

17. 術後合併症軽減を考慮した膵頭十二
指腸切除術における工夫

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.17）浜
松

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，小西　　栄，
島崎　二郎，西田　清孝，中地　　健，田渕　崇伸，
生方　英幸，田渕　崇文

18. Stage IV大腸癌患者における術後 5年
生存・予後因子の検討

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.16）浜
松

島崎　二郎，田渕　崇伸，中地　　健，西田　清孝，
竹村　　晃，梶山　英樹，小西　　栄，鈴木　修司，
生方　英幸，田渕　崇文

19. 膵体尾部切除における断端処理に対
する検討

第 42回日本膵切研究会
（2015.8.29）大阪

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，島崎　二郎，
本橋　　行，田渕　崇伸，西田　清孝

20. 遠位側胆管癌・十二指腸乳頭部癌術後
adjuvant chemotherapyの検討

第 51回日本胆道学会学
術集会（2015.9.17）宇都
宮

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，森下　慶一，
小池　伸定，原田信比古*，鈴木　　衛，田渕　崇文

21. 急性胆石性胆嚢炎に対し早期胆嚢摘
出術を行わなかった場合の外科治療
成績の検討

第 51回日本胆道学会学
術集会（2015.9.18）宇都
宮

梶山　英樹，鈴木　修司，田渕　崇文

22. 胆道癌術後 adjuvant chemotherapyにお
ける化学療法の位置づけ

第 23回日本消化器外科
学会（2015.10.9）東京

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，小西　　栄，
島崎　二郎，中地　　健，田渕　崇伸，西田　清孝，
生方　英幸，小池　伸定，原田信比古*，鈴木　　衛，
田渕　崇文

23. 腹腔鏡下に切除した腹壁原発 Epider-
moid cystの 1例

第 239回茨城外科学会
（2015.10.18）水戸

西田　清孝，田渕　崇伸，梶山　英樹，本橋　　行，
島崎　二郎，鈴木　修司

24. 遠位側胆管癌における予後因子の検
討

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.29）
京都

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，島崎　二郎，
本橋　　行，田渕　崇伸，西田　清孝，原田信比古*
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25. 一次治療としての IRIS+Bevacizumab
併用療法が有効であった直腸癌転移
性肺癌の 1例

第 53回日本癌治療学会
学 術 集 会（2015.10.31）
京都

島崎　二郎，西田　清孝，田渕　崇伸，竹村　　晃，
梶山　英樹，本橋　　行，鈴木　修司

26. 粘膜下層浸潤大腸癌（pT1）における
脈管侵襲危険因子の検討

第 70回日本大腸肛門病
会学術集会（2015.11.13）
宇都宮

島崎　二郎，西田　清孝，田渕　崇伸，本橋　　行，
鈴木　修司

27. 当科で経験した S状結腸憩室炎によ
る結腸膀胱廔の 5例

第 70回日本大腸肛門病
会学術集会（2015.11.14）
宇都宮

田渕　崇伸，島崎　二郎，本橋　　行，西田　清孝，
鈴木　修司

28. 膵頭十二指腸切除術における no stent
膵管空腸粘膜吻合の検討

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，島崎　二郎，
本橋　　行，田渕　崇伸，西田　清孝，原田信比古*，
鈴木　　衛，今泉　俊秀

29. 骨盤腔腫瘤にて発症した大腸癌同時
性卵巣転移の 2例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

島崎　二郎，田渕　崇伸，西田　清孝，竹村　　晃，
梶山　英樹，本橋　　行，鈴木　修司

30. 切除不能進行直腸癌に対し S-1ベース
の化学療法を施行した一例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

田渕　崇伸，島崎　二郎，西田　清孝，竹村　　晃，
梶山　英樹，本橋　　行，鈴木　修司

31. MRCPにて術前診断され，腹腔鏡下胆
嚢摘出術を安全に施行した重複胆嚢
の 1例

第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.10）
大阪

梶山　英樹，梶山　英樹，竹村　　晃，島崎　二郎，
本橋　　行，田渕　崇伸，西田　清孝

32. 当院における腹腔鏡下肝切除の検討 第 28回日本内視鏡外科
学 会 総 会（2015.12.12）
大阪

鈴木　修司，梶山　英樹，竹村　　晃，島崎　二郎，
本橋　　行，田渕　崇伸，西田　清孝

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 大腸癌手術におけるセプラフィルム
使用の実験

科研製薬㈱　外部講師勉
強会（2015.7.30）つくば

島崎　二郎

2. 胆膵の外科解剖を学ぼう ETHICON胆膵の外科解
剖を学ぼう（2015.10.1）
土浦

鈴木　修司

3. 大腸がんに対する最新の知見 MERCK社内レクチャー
（2015.12.4）つくば

鈴木　修司

整 形 外 科

I.　著書
1. 骨・関節術後感染予防ガイドライン

2015
南 江 堂，41-47, 50-58, 
2015

石井　朝夫，日本整形外科学会診療ガイドライン委
員会，骨・関節術後感染予防ガイドライン策定委員
会

2. 骨・関節術後感染予防ガイドライン
2015

南江堂，2015 （編：石井　朝夫）日本整形外科学会診療ガイドライ
ン委員会，骨・関節術後感染予防ガイドライン策定
委員会

II.　学術論文
A1. Detecting Median Nerve Strain Changes 

with Cyclic Compression Apparatus：A 
Comparison of Carpal Tunnel Syndrome 
Patients and Healthy Controls

Ultrasound Med Biol 41：
669-674, 2015（IF=2.298）

Yoshii Y,  Ishii T,  Tanaka T*,  Tung WL*,  Sakai S

2. Ultrasound assessment of the eff ective-
ness of carpal tunnel release on median 
nerve deformatio

J Orthop Res 33：726-730, 
2015（IF=2.807）

Yoshii Y,  Ishii T,  Tung WL*
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3. Measurement of wrist fl exion and exten-
sion torques in diff erent forearm position

BioMedical Engineering 
OnLine 14：115, 2015
（IF=1.382）

Yoshii Y,  Yuine H,  Ohashi K,  Tung WL*,  Ishii T

4. 手根管症候群における正中神経の歪
みと形態変化－自動振動装置を用い
た末梢神経の歪み計測－

日本手外科学会雑誌 
31：480-484, 2015

吉井　雄一，石井　朝夫，田中　利和*，酒井　晋介，
落合　直之*

5. MRSA骨関節感染症に対するダプト
マイシンの使用経験

日本骨・関節感染症学会
雑誌 28：76-79, 2015

吉井　雄一，石井　朝夫，酒井　晋介，高橋　　翼，
森島　　満，高松太一郎，小林　彩香

III.　学術刊行物
A1.【整形外科領域における手術部位感染
予防】 整形外科 SSIサーベイランス

整形・災害外科 58（10）： 
1345-1354, 2015

山田　浩司*，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
梶山　史郎*，小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，
勝呂　　徹

2.【整形外科領域における手術部位感染
予防】 術後感染予防のための抗菌薬の
適正使用

整形・災害外科 58（10）： 
1339-1344, 2015

阿部　哲士*，松下　和彦*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，山田　浩司*，
舘田　一博*

3.【整形外科領域における手術部位感染
予防】 術後 SSIを予防するためには創
閉鎖にどのような縫合糸を使用すべ
きか

整形・災害外科 58（10）： 
1333-1337, 2015

小谷　明弘*，松下　和彦*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
阿部　哲士*，斉藤　政克*，正岡　利紀，山田　浩司*，
勝呂　　徹*,

4.【整形外科領域における手術部位感染
予防】 手洗い，全身排気スーツ，バイ
オクリーンルームと SSI

整形・災害外科 58（10）：
1327-1331, 2015

石井　朝夫，山田　浩司*，阿部　哲士*，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，松下　和彦*，
勝呂　　徹*

5.【整形外科領域における手術部位感染
予防】 周術期血糖コントロール，手術
室における履物の変更と SSI

整形・災害外科 58（10）： 
1321-1326, 2015

梶山　史郎*，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
小谷　明弘*，正岡　利紀，斎藤　政克*，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

6.【整形外科領域における手術部位感染
予防】 鼻腔などの除菌，生物学的製剤
の使用と SSI

整形・災害外科 58（10）： 
1313-1320, 2015

斎藤　政克*，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
梶山　史郎*，小谷　明弘*，正岡　利紀，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

7.【整形外科領域における手術部位感染
予防】 骨・関節術後感染予防のための
疫学

整形・災害外科 58（10）： 
1307-1312, 2015

正岡　利紀，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
梶山　史郎*，小谷　明弘*，斉藤　政克*，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

8.【整形外科領域における再生医療の最
前線】 自家骨髄血移植を利用した整形
外科疾患の治療（解説 /特集）

関 節 外 科 34（5）：436-

442, 2015
三島　　初*，吉岡　友和*，菅谷　　久*，青戸　克哉*，
小川　　健*，酒井　晋介，赤荻　　博*，和田　大志*，
落合　直之*，山崎　正志*

9. 超音波像の動態解析に基づく手根管
症候群の病態診断

関節外科 34（1）：24-31, 
2015

吉井　雄一

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Medical device innovation for the upper 

extremity disorders
Global Networking Talent 
3.0 Plan in Taiwan series 
of lectures（2015.12.31）
Tainan

Yoshii Y

国内学会
A1. 椎疾患におけるトラムセット配合錠
の効果不十分例について

県南エリア脊椎疾患疼痛
フォーラム（2015.2.25）
つくば

酒井　晋介

2. 成長期の内反膝とその遺残変形に対
する創外固定の応用

第 28回日本創外固定・
骨延長学会（2015.3.20-

21）東京

石井　朝夫，高橋　　翼，酒井　晋介，吉井　雄一，
野澤　大輔
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3. リウマチ性疾患の感染症マネジメン
ト 関節手術後の感染予防

第 59回日本リウマチ学
会総会・学術集会・国際
リウマチシンポジウム
（2015.4.23）名古屋

松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

4. インプラント感染の撲滅における進
歩 ガイドラインからみた抗菌薬の使
い方

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21-

24）神戸

松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斎藤　政克*，正岡　利紀，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

5. 足関節外側靱帯治療の未来戦略 保存
療法

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21-

24）神戸

石井　朝夫

6. 最新の SSI対策 第 38回日本骨・関節感
染症学（2015.7.3-4）高
松

松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

7. 骨代謝性疾患の診断と治療 日本臨床整形外科医会関
東支部講演会（2015.8.29）
東京

石井　朝夫

8. 運動器疼痛の評価法と腰痛治療の実
際

運動器疼痛セミナー 
2015 in 関越（2015.8.29）
東京

酒井　晋介

9. Journal Club 21世紀の進歩と課題 手根
管症候群

第 26回日本末梢神経学
会（2015.9.18）松本

吉井　雄一

10. 中高年の足腰の痛みの原因とその対
策 ･治療

茨城県臨床整形外科医会
骨と関節の日公開講座
（2015.10.3）つくば

石井　朝夫

11. アスリートのための足の外科
足のスポーツ傷害に対する取り組み

第 40回日本足の外科学
会（2015.10.29-30）東京

石井　朝夫

12. 骨・関節術後感染の危険因子と予防 第 43回日本関節病学会
（2015.11.6）札幌

立岩　俊之，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
梶山　史郎*，小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀，
山田　浩司*，勝呂　　徹*，舘田　一博

13. 鼻腔と皮膚の除菌および口腔ケアに
よる手術部位感染予防

第 43回日本関節病学会
（2015.11.6）札幌

斎藤　政克*，松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，
梶山　史郎*，小谷　明弘*，正岡　利紀，山田　浩司，
勝呂　　徹

14. 整形外科領域における適切な抗菌薬
使用に関する新知見 手術部位感染予
防のための最新の抗菌薬予防投与法

第 43回日本関節病学会
（2015.11.6）札幌

阿部　哲士*，松下　和彦*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀*，山田　浩司*，
舘田　一博*

15. 人工関節置換術術後感染の予防・診
断・治療 予防　抗菌薬の使用方法

第 43回日本関節病学会
（2015.11.6）札幌

松下　和彦*，阿部　哲士*，石井　朝夫，梶山　史郎*，
小谷　明弘*，斉藤　政克*，正岡　利紀*，山田　浩司*，
勝呂　　徹*

16. 運動器疼痛の評価法と腰痛治療の実
際

土浦市整形外科懇話会
（2015.11.12）土浦

酒井　晋介

17. 健康寿命の延伸を考慮した骨粗鬆症
治療における最新の話題

県西地区骨粗鬆症講演会
（2015.11.19）桜川

石井　朝夫

18. 創外固定による下肢変形矯正 西新宿整形外科研究会
（2015.12.19）東京

石井　朝夫

B1. 創外固定器による同時矯正を行った
大腿骨顆部骨折・脛骨近位端骨折後変
形治癒の 1例

第 28回日本創外固定・
骨延長学会（2015.3.20-

21）東京

高橋　　翼，石井　朝夫， 酒井　晋介， 吉井　雄一， 
山本　謙吾

2. シャルコー足に対する TL-HEXを用
いた足部変形矯正の 1例

第 28回日本創外固定・
骨延長学会（2015.3.20-

21）東京

河村　季生*，野澤　大輔*，柳澤　洋平，中谷　卓史*，
村松　俊樹*，石井　朝夫，山崎　正志*

3. 超音波動態解析による手根管症候群
手術後の効果判定

第 58回日本手外科学会
（2015.4.16）東京

吉井　雄一，石井　朝夫，董　　　伶*，田中　利和*
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4. 異なる前腕肢位による手関節掌屈筋
力の変化

第 58回日本手外科学会
（2015.4.16）東京

吉井　雄一，唯根　　弘，大橋　一希，董　　　伶*， 
石井　朝夫

5. 骨粗鬆性椎体骨折の保存治療におけ
る疼痛の改善経過とその臨床的意義

第 44回日本脊椎脊髄病
学会学術集会（2015.4.17）
福岡

柴尾　洋介，竹内　陽介*，俣木　優輝*，酒井　晋介，
安部　哲哉*，坂根　正孝*，山崎　正志*

6. 大腿骨転子部骨折の術前骨折型と術
後整復位に関する検討

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21-

24）神戸

高橋　　翼，石井　朝夫，小林　彩香，高松太一郎，
森島　　満，酒井　晋介，吉井　雄一，山本　謙吾

7. CT値から推計した骨盤骨密度の経年
的変化

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21-

24）神戸

長島　克弥，石井　朝夫，高松太一郎，高橋　　翼，
森島　　満，酒井　晋介，吉井　雄一

8. 手根管症候群における母指対立機能
と正中神経の電気生理学的機能，横断
面積と歪みの関連

第 88回日本整形外科学
会学術総会（2015.5.21-

24）神戸

吉井　雄一，石井　朝夫，田中　利和*，酒井　晋介，
落合　直之*

9. 異なる前腕肢位による手関節掌背屈
筋力の変化

第 52 回日本リハビリ
テ ー シ ョ ン 医 学 会
（2015.5.28） 新潟

吉井　雄一，大橋　一樹，唯根　　弘，石井　朝夫

10. 骨性架橋切除術を二度行った外傷性
大腿骨遠位骨端閉鎖の一例

第 119回茨城県整形外科
集談会（2015.6.6）阿見

有田　正典，石井　朝夫，森島　　満，柳澤　洋平，
酒井　晋介，吉井　雄一

11. 大腿骨頸部骨折に対する short stemに
よる人工骨頭の使用経験

第 119回茨城県整形外科
集談会（2015.6.6）阿見

高松太一郎，森島　　満，有田　正典，小林　彩香，
柳澤　洋平，高橋　　翼，吉井　雄一，酒井　晋介，
石井　朝夫

12. 大腿骨転子部骨折における 3D-CTに
よる術後整復位の評価

第 39回日本骨折治療学
会（2015.6.26-27）奈良

高橋　　翼，石井　朝夫，小林　彩香，高松太一郎，
森島　　満，酒井　晋介，吉井　雄一，山本　謙吾

13. 腓骨筋滑車部での腓骨筋傷害の 2例 第 15回関東足の外科学
会（2015.9.5）東京

柳澤　洋平，石井　朝夫

14. 慢性アキレス腱傷害に対する長母趾
屈筋腱移行術

第 64回東日本整形災害
外科学会（2015.9.11-12）
福島

石井　朝夫，吉井　雄一，酒井　晋介，柳澤　洋平，
高松太一郎，森島　　満

15. 外傷性坐骨神経損傷を合併した 足関
節脱臼骨折後に Charcot関節様の足関
節破壊・前方亜脱臼 をきたした症例

第 21回日本運動器再建・
イリザロフ法研究会
（2015.9.26）金沢

石井　朝夫，高橋　　翼

16. 異なる前腕肢位における手関節掌背
屈筋力特性の変化

第 30回日本整形外科学
会 基 礎 学 術 集 会
（2015.10.7）富山

吉井　雄一，唯根　　弘，大橋　一希，石井　朝夫

17. 当センターにおける大腿骨近位部骨
折患者の術前常在菌調査

第 120回茨城県整形外科
集談会（2015.10.18）水
戸

池田　和大，吉井　雄一，有田　正典，柳沢　洋平，
高松太一郎，酒井　晋介，石井　朝夫

18. 内反型変形性足関節症の再構成 CTに
よる天蓋の形態分析

第 40回日本足の外科学
会（2015.10.29-30）東京

柳澤　洋平，酒井　晋介，吉井　雄一，石井　朝夫

19. 逆行性髄内釘 T2AANを用いた後足部
関節固定術

第 40回日本足の外科学
会（2015.10.29-30）東京

池田　和大，野澤　大輔*，柳澤　洋平，大山　和生*，
野内　隆治*，赤荻　　博*，石井　朝夫，山崎　正志*

20. 腓骨筋腱脱臼に対する JuggerKnotソ
フトアンカーを用いた腓骨筋支帯修
復術

第 40回日本足の外科学
会（2015.10.29-30）東京

大山　和生*，野澤　大輔*，柳澤　洋平，池田　和大，
野内　隆治*，赤荻　　博*，石井　朝夫，山崎　正志*

21. 足関節単関節炎手術例の検討 茨 城 リ ウ マ チ 学 会
（2015.11.14）つくば

河野　　衛，池田　和大，有田　正典，高松太一郎，
酒井　晋介，吉井　雄一，石井　朝夫

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 茨城県医師会学術奨励賞 茨 城 県 医 師 会

（2015.10.18）水戸
吉井　雄一
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眼 科

【教育】
「到 達 目 標」　医学部学生および初期研修医への教育。
「現 状 説 明」　医学部学生および初期研修医の臨床実習を受け入れている。
「点検・評価」　臨床実習カリキュラムの作成実行に不慣れな部分がある。
「改 善 方 策」　医学部学生および初期研修医の要望を良く検討する。
「目標・改善方策の達成度」　医学部学生および初期研修医に対し，実戦的な臨床実習を実施し，特に初期研修医に関しては，医

療現場の即戦力になるように留意している。
【研究】
「到 達 目 標」　質の高い研究を実施する。
「現 状 説 明」　2015年は英文論文 7本が掲載された。
「点検・評価」　より質の高い雑誌への論文掲載をめざす必要がある。
「改 善 方 策」　共同研究の質の向上。
「目標・改善方策の達成度」　共同研究により，大規模な臨床研究が実施できた。
【診療】
「到 達 目 標」　茨城県における高度眼科医療の中核施設を目指す。
「現 状 説 明」　網膜硝子体疾患に関する中核施設となっている。
「点検・評価」　近隣医療機関との連携を進める必要がある。
「改 善 方 策」　講演会を主催し近隣医療機関との連携を深める。
「目標・改善方策の達成度」　網膜硝子体疾患に関しては紹介患者を安定して獲得している。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　茨城県における高度眼科医療の中核施設として情報発信をする。
「現 状 説 明」　年 3回の講演会を実施している。
「点検・評価」　講演会参加者の人数にばらつきがある。
「改 善 方 策」　講演内容等を吟味し魅力的な講演会にする。
「目標・改善方策の達成度」　2016年も講演会を継続実施する。

II.　学術論文
A1. Three-Dimensional Vascular Imaging of 

Proliferative Diabetic Retinopathy by 
Doppler Optical Coherence Tomography

Am J Ophthalmol 159
（ 3）：5 2 8-5 3 8 ,  2 0 1 5
（IF=3.831）

Miura M,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Muramatsu D,  Iwasaki T,  
Goto H

2. Noninvasive Vascular Imaging of Polyp-
oidal Choroidal Vasculopathy by Doppler 
Optical Coherence Tomography

Invest Ophthalmol Vis Sci 
56（5）：3179-3186, 2015
（IF=3.427）

Miura M,  Muramatsu D,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Iwasaki T,  
Goto H

3. Noninvasive vascular imaging of ruptured 
retinal arterial macroaneurysms by Dop-
pler optical coherence tomography

BMC Ophthalmology 15：
79, 2015（IF=1.238）

Miura M,  Muramatsu D,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Itami A,  
Iwasaki T,  Goto H

4. Birefringence imaging of posterior eye by 
multi-functional Jones matrix optical 
coherence tomography

Biomedical Optics Express 
6（12）：4951-4974, 2015
（IF=3.344）

Sugiyama S*,  Hong YJ*,  Kasaragod D*,  Makita S*,  
Uematsu S*,  Ikuno Y*,  Miura M,  Yasuno Y*

5. Dasatinib aff ects focal adhesion and myo-
sin regulation to inhibit matrix contraction 
by Müller cells

Exp Eye Res 139（10）：
90-96, 2015（IF=2.998）

Tsukahara R,  Umazume K,  Yamakawa N,  McDonald K*,  
Kaplan HJ*,  Tamiya S*

6. Doppler Optical Coherence Tomography 
Imaging of Feeder Vessels in Exudative 
Macular Disease

J Clin Exp Ophthalmology 
6：2, 2015

Miura M,  Makita S*,  Iwasaki T,  Yasuno Y*

7. 網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫
に対するラニビズマブ硝子体注射の
治療成績

臨 床 眼 科 69（5）：687-

692, 201
村松　大弐，三浦　雅博，阿川　哲也，伊丹　彩子，
三橋　良輔，岩崎　琢也
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B1. イメージングの未来予想図 Retina Medicine 4（1）：
47-52, 2015

三浦　雅博

2. Doppler OCT Monthly Book OCULISTA 
32：1-9, 2015

三浦　雅博

3. OCTはいかに眼科を変化させるか 視 覚 の 科 学 35（3）：
45-50, 2015

三浦　雅博

4. OCT angiography 眼科 57（11）：1557-1568, 
2015

三浦　雅博

C1. Macular hole formation following intra-
vitreal injection of ranibizumab for branch 
retinal vein occlusion：a case report

BMC Research Notes 8：
358, 2015

Muramatsu D,  Mitsuhashi R,  Iwasaki T,  Goto H,  Miura 
M 

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Local Birefringence imaging of posterior 

eye by multi-functional Jones matrix opti-
cal coherence tomography

Photonic  West  BiOS
（2015.2.7）San Francisco

Sugiyama S,  Hong YJ*,  Kasaragod D*,  Makita S*,  Miura 
M,  Yasuno Y*

2. Polarimetric imaging of retinal disease by 
polarization sensitive SLO

Photonic  West  BiOS
（2015.2.7）San Francisco

Miura M,  Elsner AE*,  Iwasaki T,  Goto H

3. Ultra-high resolution polarization-sensi-
tive optical coherencetomography for reti-
nal blood vessel wall measurements

The 5th Asian and Pacifi c-
Rim Symposium on Bio-
photonic（2015.4 .22）
Yokohama

Cense B*,  Ibrahim I*,  Mondal P*,  Miura M,  Ruiz EG*

4. OPA1 sequencing analysis and detailed 
ophthalmic examinations including the 
investigation of microcystic macular 
edema in 18 patients with bilateral optic 
atrophy

Annual meeting of the 
association for research in 
vision and ophthalmology
（2015.5.5）Denver

Kameya S*,  Gocho K*,  Kikuchi S*,  Yoshino K*,  Miura M,  
Yamazaki H*,  Shinoda K*,  Mizota A*,  Yamaki K*,  Taka-
hashi H*

5. Multifunctional Optical Coherence 
Tomography Imaging of Macular Degen-
eration for Vasculature, RPE and Choroid 
Investigation

Annual meeting of the 
association for research in 
vision and ophthalmology
（2015.5.5）Denver

Hong YJ*,  Miura M,  Makita S*,  Deepa K*,  Sugiyama S*,  
Yasuno Y*

6. High-contrast Abnormal Vasculature 
Imaging of Exudative Macular Disease by 
using Multi-contrast Optical Coherence 
Tomography

Annual meeting of the 
association for research in 
vision and ophthalmology
（2015.5.5）Denver

Makita S*,  Kurokawa K*,  Hong YJ*,  Miura M,  Yasuno Y*

7. Three dimensional vascular imaging of 
diabetic retinopathy by Doppler optical 
coherence tomography

Annual meeting of the 
association for research in 
vision and ophthalmology
（2015.5.5）Denver

Muramatsu D,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Iwasaki T,  Goto H,  
Miura M

8. Local birefringence imaging of ocular tis-
sue by multifunctional Jones matrix OCT

Annual meeting of the 
association for research in 
vision and ophthalmology
（2015.5.5）Denver

Yasuno Y*,  Sugiyama S*,  Hong YJ*,  Deepa K*,  Uematsu S*,  
Miura M,  Ikuno Y*

9. Polarization Uniformity Imaging of Mac-
ular Disease using Jones-matrix Optical 
Coherence Tomography

Annual meeting of the 
association for research in 
vision and ophthalmology
（2015.5.5）Denver

Aaron C*,  Makita S*,  Hong YJ*,  Miura M,  Yasuno Y*

10. Three dimensional vascular imaging of 
polypoidal choroidal vasculopathy by 
Doppler optical coherence tomography

Annual meeting of the 
association for research in 
vision and ophthalmology
（2015.5.5）Denver

Miura M,  Muramatsu D,  Hong YJ*,  Yasuno Y*,  Iwasaki T,  
Goto H
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11. Molecular mechanism of dasatinib inhibi-
tion of matrix contraction 

Annual meeting of the 
association for research in 
vision and ophthalmology
（2015.5.5）Denver

Tsukahara R*,  Kevin M*,  Goto H,  Kaplan H*,  Tamiya S*

12. A clinicopathological study of IgG4-

related ophthalmic disease
International Society of 
Ocular Oncology Meeting
（2015.6.16）Paris

Ueda S,  Goto H,  Kimura K,  Umazume K,  Shibata M

13. Near infrared autofl uorescence imaging of 
Vokt-Koyanagi-Harada disease

Annual meeting of Ameri-
can Academy of Ophthal-
mology（2015.11.14）Las 
Vegas

Agawa T,  Miura M,  Tsukahara R,  Iwasaki T,  Goto H

国内学会
A1. 東邦大学大橋病院での思い出 第 10回大橋オフサロモ

ロジー研究会（2015.2.20）
東京

岩崎　琢也

2. 手術合併症から学ぶ硝子体手術 第 51回関東甲信越眼科
学会（2015.6.14）水戸

岩崎　琢也

3. ポリープ状脈絡膜血管症の治療戦略 第 10回 茨城眼科セミ
ナー（2015.7.7）つくば

三浦　雅博

4. OCTの新しい展開－臨床の立場から－ 2015眼光学チュートリ
アルセミナー（2015.8.2）
東京

三浦　雅博

5. 偏光 OCT，ドップラー OCTの臨床応
用

第 6回北九州眼科画像研
究会（2015.8.22）小倉

三浦　雅博

6. 神経眼科を考える 第 8回霞ケ浦眼科臨床
フォーラム（2015.9.4）
つくば

阿川　哲也

7. 眼内増殖性疾患の基礎と臨床塚原林
太郎

第 8回霞ケ浦眼科臨床
フォーラム（2015.9.4）
つくば

塚原林太郎

8. 症例検討　網膜剥離 第 8回霞ケ浦眼科臨床
フォーラム（2015.9.4）
つくば

岩崎　琢也

9. Doppler OCTによる網膜疾患の解析 第 9回新都心黄斑疾患勉
強会（2015.9.17）東京

三浦　雅博

10. OCTの基本・選び方・今後の方向性 OCT 読 影 講 習 会
（2015.10.2）つくば

三浦　雅博

11. フリービトレクトミー 第 46 回 RETINA の 会
（2015.10.24）名古屋

岩崎　琢也

B1. 網膜中心静脈分枝閉塞へのラニビズ
マブ注射後に黄斑円孔を生じた 1例

第 38回日本眼科手術学
会（2015.1.30）京都

村松　大弐，三浦　雅博，岩崎　琢也，三橋　良輔，
後藤　　浩

2. 東京医大茨城における難治性緑内障
に対するエクスプレスを用いた手術
成績

第 46回筑波大学眼科集
談会（2015.2.8）つくば

三橋　良輔，村松　大弐，阿川　哲也，三浦　雅博，
伊丹　彩子，岩崎　琢也

3. 眼内鉄片異物除去の後に再び眼内異
物が出現し治療に苦慮した 1例

第 46回筑波大学眼科集
談会（2015.2.8）つくば

村松　大弐，伊丹　彩子，三橋　良輔，岩崎　琢也

4. 糖尿病黄斑浮腫に対するラニビズマ
ブ硝子体注射の治療成績

第 20回日本糖尿病眼学
会総会（2015.3.6）東京

村松　大弐，三浦　雅博，岩崎　琢也，阿川　哲也，
伊丹　彩子，三橋　良輔，後藤　　浩

5. 常染色体優性視神経萎縮を疑い OPA1 
遺伝子解析を行った 18 例の遺伝子解
析結果と臨床像

第 119回日本眼科学会総
会（2015.4.16）札幌

亀谷　修平*，後町　清子*，菊地佐知子*，吉野　健一*，
三浦　雅博，山崎　広子*，篠田　　啓*，溝田　　淳*，
山木邦比古*，高橋　　浩*
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6. Doppler optical coherence tomographyに
よるポリープ状脈絡膜血管症の観察

第 119回日本眼科学会総
会（2015.4.16）札幌

三浦　雅博，村松　大弐，Hong YJ*，安野　嘉晃*，
岩崎　琢也，後藤　　浩

7. 網膜静脈閉塞症における網膜出血量
と眼内 VEGF 濃度の関連

第 119回日本眼科学会総
会（2015.4.16）札幌

村松　大弐，上田俊一郎，若林　美宏，山川　直之，
三浦　雅博，岩崎　琢也，後藤　　浩

8. Type 2 PCVの 3例 第 4回 North Kanto Ret-
ina Club（2015.6.27）東
京

三浦　雅博

9. 結核性脈絡膜肉芽腫にベバシズマブ
の硝子体内投与が奏功した 1 例

日 本 眼 炎 症 学 会
（2015.7.10）大阪

塚原林太郎，坂井　潤一，若林　美宏，後藤　　浩

10. 次世代シーケンサーを用いた脈絡膜
悪性黒色腫の遺伝子解析

第 33 回 眼 腫 瘍 学 会
（2015.10.3）松江

上田俊一郎，坪田　欣也，山川　直之，後藤　　浩

11. 網膜静脈分枝閉塞症の黄斑浮腫に対
するラニビズマブ硝子体注射の投与
回数に関わる因子

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.22）名古屋

川上　摂子，村松　大弐，若林　美宏，八木　浩倫，
上田俊一郎，馬詰和比古，阿川　　毅，塚原林太郎，
三浦　雅博，後藤　　浩

12. 近赤外自家蛍光画像による Vogt-小柳-

原田病の観察
第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.22）名古屋

阿川　哲也，三浦　雅博，塚原林太郎，岩崎　琢也，
後藤　　浩

13. Quantitative evaluation of posterior tis-
sues by multi-functional Jones matrix 
optical coherence tomography 

Optics & Photonics Japan 
2015（2015.10.28）東京

Sugiyama S*,  Hong YJ*,  Kasaragod D*,  Makita S*,  Miura 
M,  Ikuno Y*,  Yasuno Y*

14. Quantitative OCT by a Maximum A-Pos-
teriori Estimator for Retinal Layer Diff er-
entiation

Optics & Photonics Japan 
2015（2015.10.28）東京

Chan AC*,  Kurokawa K*,  Makita S*,  Miyazawa A*,  Miura 
M,  Yasuno Y*

15. Lissajous scan applied eye motion correc-
tion for OCT volume imaging

Optics & Photonics Japan 
2015（2015.10.28）東京

Hong YJ*,  Makita S*,  Miura M,  Yasuno Y*

16. Noise-immune complex correlation for 
optical coherence angiography

Optics & Photonics Japan 
2015（2015.10.28）東京

Makita S*,  Kurokawa K*,  Hong YJ*,  Li E*,  Miura M,  
Ya suno Y*

17. Maximum-a-posteriori birefringence esti-
mator for polarization-sensitive optical 
coherence tomography

Optics & Photonics Japan 
2015（2015.10.28）東京

Kasaragod D*,  Sugiyama S*,  Ikuno Y*,  Caneiro DA*,  
Yamanari M*,  Fukuda S*,  Oshika T*,  Hong YJ*,  Li E*,  
Makita S*,  Miura M,  Yasuno Y*

18. Multi-dimensional analysis of Jones 
matrix tomography using superpixel

Optics & Photonics Japan 
2015（2015.10.28）東京

Miyazawa A*,  Hong YJ*,  Kasaracod D*,  Chan AC*,  Miura 
M,  Yasuno Y*

19. 次世代シーケンサーを用いた脈絡膜
悪性黒色腫の遺伝子解析

茨 城 県 眼 科 集 談 会
（2015.11.8）水戸

上田俊一郎，岩崎　琢也，山川　直之，坪田　欣也，
後藤　　浩

20. Doppler optical coherence tomographyに
よるポリープ状脈絡膜血管症の観察

茨 城 県 眼 科 集 談 会
（2015.11.8）水戸

三浦　雅博，村松　大弐，Hong YJ*,  安野　嘉晃*，
岩崎　琢也，後藤　　浩

21. Imaging polarimetry of retinal pigment 
epithelial lesions in age related macular 
degeneration

第 54回日本網膜硝子体
学会総会（2015.12.5）東
京

Miura M,  Hong YJ*,  Elsner AE*,  Makita S*,  Yasuno Y*,  
Iwasaki T,  Goto H

泌 尿 器 科

【教育】
「到 達 目 標」　学生教育はもとより研修医に対して自発的問題解決能力の構築を求め指導している。
「現 状 説 明」　5年生は問題点を把握すること，6年生はさらに鑑別・治療方法の選択・さらにぞの根拠を説明できるよう指導

している。
「点検・評価」　現時点では及第点である。
「改 善 方 策」　スライドなどでより多くの人にプレゼンテーションできる能力を身につけられるよう指導したい。
「目標・改善方策の達成度」　ほぼ 90%達成していると考える。
【研究】
「到 達 目 標」　疾患別データベースの構築と前立腺癌とくに CRPCに関する臨床データベースの構築。
｢現 状 説 明」　大学院生がいないなかで，臨床業務を施行しながらではギリギリである。
「点検・評価」　データの集積が進んできたので 2016年度に発表を検討している。
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「改 善 方 策」　人材の獲得が必須である。
「目標・改善方策の達成度」　70%。
【診療】
「到 達 目 標」　阿見稲敷地区での基幹病院としての地位確立。
「現 状 説 明」　がん診療拠点病院としてほぼ地域での地位を確立してきた。
「点検・評価」　70%。
「改 善 方 策」　もう少し広範に集患者できるよう研究会など通じて改善をはかりたい。
「目標・改善方策の達成度」　より地域に根ざすよう努力を要する。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　がん診療拠点病院として地域での地位確立。
「現 状 説 明」　阿見稲敷地区での基幹病院としての地位確立はしてきた。
「点検・評価」　70%。
「改 善 方 策」　もう少し広範に集患者できるよう公開講座など通じて改善をはかりたい。
「目標・改善方策の達成度」　より地域に根ざすよう努力を要する。

I.　著書
1. 前立腺癌と男性骨粗鬆症最新骨管理
マニュアル　改訂第 2版　骨転移病変
の治療　メタストロン注射

医学図書出版，223-237, 
2015

黒田　　功，細井　孝之，松島　　常

II.　学術論文
A1. Problems in Japan’s Aging Society from 

the Perspective of Lichen Sclerosis
CRCM 4：69-71, 2015 Kamoda N,  Kuroda I,  Shimodaira K,  Takizawa I,  Ta-

chibana M,  Aoyagi T
2. Sequential gemcitabine and tamoxifen 

treatment enhances apoptosis and blocks 
transformation in bladder cancer cells

Oncol Rep 34（5）：2738-

44, 2015
Takeuchi H,  Mmeje CO,  Jinesh GG,  Taoka R,  Kamat 
AM

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Stem Cell Transformation of Prostatic 

Cells after Hormonal Therapy
Societe International of 
Urology（2015.5.16-18）
Melbourne

Aoyagi T,  Kuroda I,  Kamoda N,  Takizawa I

2. CDODA-Me decreases specifi city protein 
transcription factors and induces apoptosis 
in bladder cancer cells through induction 
of reactive oxygen species

米 国 泌 尿 器 科 学 会
（AUA）（2016.5.8）San 

Diego

Takeuchi H

国内学会
A1. 指定発言 第 3回がんと付き合って

行 く 研 究 会 講 演
（2015.1.19）阿見

青柳貞一郎

2. 指定発言 第 1回ホルモン依存性腫
瘍懇話会（2015.2.6）阿
見

青柳貞一郎

3. 当院泌尿器科でがん治療に対して出
来ること・やっていること

神栖済生会病病連携研修
会（2015.5.20）神栖

黒田　　功

4. Degarelixによる前立腺癌治療の新展
開－HIFUと早期 Dosetaxel－

つくば前立腺癌フォーラ
ム 2015（2015.9.1）つく
ば

青柳貞一郎

5. 泌尿器科における癌薬物療法 茨城県病院薬剤師研究会
（2015.11.5）つくば

黒田　　功
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B1. 両側尿管結石にて尿管切石術を施行
した一例

第 101回日本泌尿器科学
会茨城地方会（2015.2.7）
つくば

鴨田　直博，滝澤　一晴，黒田　　功，青柳貞一郎

2. 前立腺癌に対する高密度焦点式超音
波治療（HIFU）治療後の PSA動態と
デガレリクス短期併用療法の検討

第 7回三大学交流セミ
ナー（2015.2.16）阿見

青柳貞一郎，黒田　　功，滝澤一　晴，鴨田　直博

3. ホルモン治療後の TUR-P切片におけ
る EMTの検討

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

滝澤　一晴，青柳貞一郎，鴨田　直博，黒田　　功

4. 前立腺癌に対する短期 Degarelix＋
HIFU併用療法の効果と合併症軽減の
試み

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

青柳貞一郎，黒田　　功，鴨田　直博，滝澤　一晴

5. ホルモン不応性前立腺がん患者に対
するドセタキセルとデキサメサゾン
による併用療法の有効性・安全性の検
討：JMTO　PCa10-01

第 103回日本泌尿器科学
会総会（2015.4.19）金沢

田中　宣道，西村　和郎，島英　二郎，伊奈　研次，
小川　　脩，長田　浩彦，赤倉功一郎，辻　　克和，
黒田　　功，藤本　清秀，後藤　百万，手良向　聡，
平尾　佳彦

6. 膀胱腸瘻 5例の経験 第 102回日本泌尿器科学
会茨城地方会（2015.6.20）
つくば

佐南　静香，滝澤　一晴，黒田　　功，青柳貞一郎

7. BMIと尿路結石 第 58 回茨城腎研究会
（2015.7.7）水戸

佐南　静香，滝澤　一晴，黒田　　功，青柳貞一郎

8. 治療で排尿時痛が改善した両側尿管
瘤

第 103回日本泌尿器科学
会茨城地方会（2015.10.4）
水戸

佐南　静香，滝澤　一晴，竹内　尚史，黒田　　功，
青柳貞一郎

9. HIFU治療における TUR-Pの意義 第 29回日本泌尿器内視
鏡学会総会（2015.11.19-

21）高知

青柳貞一郎，佐南　静香，滝澤　一晴，黒田　　功

10. ホルモン併用 HIFU治療における経尿
道的切除の意義

第 14回日本超音波治療
研究会（2015.11.28）盛
岡

青柳貞一郎，滝澤　一晴，黒田　　功，佐南　静香

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 講演 1：予防・検診・診断 平成 27年度がん県民公

開セミナー in つくば 　
聞いて納得　前立腺がん
の話（2015.11.28）つく
ば

黒田　　功

耳 鼻 咽 喉 科

【診療】
「到 達 目 標」　茨城県県南地域での中核的役割を果たすべく，診断能力，手術手技の向上を図る。茨城県指定の新生児聴覚スク

リーニング後の精密機関として小児難聴の診断，精密検査，治療，養育に関し，言語聴覚士の協力体制のもと，行っ
ている。睡眠時無呼吸外来では耳鼻咽喉科領域の精密検査にかかわっていく。頭頸部外科領域については東京医
科大学病院（西新宿）の専門医師と連携をとりながら治療方針の決定，診断を行っている。

「現 状 説 明」　平成 27年度は常勤医 4名非常勤医 3名の体制である。

II.　学術論文
A1. 血液透析管理下に人工内耳手術を
行った 5症例

耳展 58：84-90, 2015 西山　信宏，河野　　淳，萩原　　晃，河口　幸江，
池谷　　淳，鈴木　　衞

2. 成人期に人工内耳埋込み術を施行し
た髄膜炎後難聴症例の検討

耳展 58：75-83, 2015 池谷　　淳，河野　　淳，萩原　　晃，西山　信宏，
河口　幸江，白井　杏湖，依田　明治
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3. 巨大顎下腺唾石症と巨大扁桃結石症
の併発例

口腔・咽頭科 28：219-

223, 2015
平澤　一浩，塚原　清彰，本橋　　玲，中村　一博，
遠藤　　稔，岡吉　洋平，鈴木　　衞

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Cochlear implantation in patients  with 

drug induced hearing loss
The 10th Asia Pacifi c Sym-
pos ium on  Cochlea r 
Implants and Related Sci-
ences（2015.4.30-5.3）
Beijing, China

Ikeya J,  Kawano A,  Nishiyama N,  Kawaguchi S,  To-
mizawa A,  Keshino Y,  Nonami N,  Saito Y,  Ohashi M

2. Cochlear implantation in children with 
Waardenburg Syndrome

12th European Symposium 
Pediatric Cochlear Implant
（2015.6.18-21）Toulouse, 

France

Kawano A,  Ikeya J,  Nishiyama N,  Shirai K,  Tomizawa 
A,  Keshino Y,  Nonami N,  Saito Y

3. Pediatric cochlear reimplantation and 
revision surgery

12th European Symposium 
Pediatric Cochlear Implant
（2015.6.18-21）Toulouse, 

France

Ikeya J,  Kawano A,  Nishiyama N,  Kawaguchi S,  To-
mizawa A,  Keshino Y,  Nonami N,  Saito Y,  Ohashi M,  
Yorita A,  Ohashi M

4. Outpatient surgery under topical anesthe-
sia for vocal fold cysts

13th Asia-oceania ORL-

HNS Congress（2015.3.19-

22）Taipei, Taiwan

Shoji Y,  Tokashiki R,  Toyomura F,  Nomoto M,  Suzuki 
M

5. The eff ect of hyaluronic acid injection for 
unilateral vocal fold paralysis using dou-
ble-bent cathelin needle by thyro-hyoid

13th Asia-oceania ORL-

HNS Congress（2015.3.19-

22）Taipei, Taiwan

Nomoto M,  Tokashiki R,  Shoji Y,  Suzuki M

6. Safety of cetuximab for Squamous Cell 
Carcinoma of the Head and Neck

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society

Okamoto I,  Shimizu A,  Sato H,  Katsube Y,  Saito Y,  
Hattori K,  Maruyama R,  Suzuki M

国内学会
B1. 人工内耳手術における蝸牛内骨化症
例の検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

太田　陽子，河野　　淳，池谷　　淳，萩原　　晃，
西山　信宏，河口　幸江，鈴木　　衞

2. 学童期人工内耳装用例のアンケート
調査の検討

第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

白井　杏湖，河野　　淳，齋藤　友介，西山　信宏，
河口　幸江，池谷　　淳，鈴木　　衞

3. 人工内耳埋込み術 710例の検討 第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

河野　　淳，西山　信宏，河口　幸江，清水　重敬，
永井　賀子，白井　杏湖，池谷　　淳

4. 小児人工内耳機器故障症例の検討 第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

池谷　　淳，河野　　淳，白井　杏湖，西山　信宏，
河口　幸江

5. 聴覚・人工内耳センター開設 7年間の
経過－15歳以下の小児の現状－

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

鮎澤　詠美，河野　　淳，冨澤　文子，芥野由美子，
野波　尚子，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
白井　杏湖，齋藤　友介

6. 人工内耳装用中学生の国語学力に及
ぼす小学校就学時の理解語彙力の影
響

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

冨澤　文子，河野　　淳，芥野由美子，野波　尚子，
鮎澤　詠美，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
白井　杏湖，齋藤　友介

7. 成人の両側人工内耳装用について 第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

野波　尚子，河野　　淳，冨澤　文子，芥野由美子，
鮎澤　詠美，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
永井　賀子，白井　杏湖，齋藤　友介

8. 当センターにおける新生児聴覚スク
リーニング検査偽陽性児の検討

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

鮎澤　詠美，河野　　淳，冨澤　文子，芥野由美子，
野波　尚子，南雲　麻衣，河口　幸江，西山　信宏，
永井　賀子，白井　杏湖，齋藤　友介
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9. NHS Refer以外の理由で受診した小児
難聴例の検討

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

野波　尚子，河野　　淳，冨澤　文子，芥野由美子，
鮎澤　詠美，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
永井　賀子，白井　杏湖，齋藤　友介

10. 人工内耳装用児の就学以前における
語彙力の検討

第 60回日本聴覚医学会
総会（2015.10.22-23）東
京

冨澤　文子，河野　　淳，芥野由美子，野波　尚子，
鮎澤　詠美，南雲　麻衣，西山　信宏，河口　幸江，
白井　杏湖，齋藤　友介

11. 複数の閉塞部位の睡眠時無呼吸症候
群に対する UPPP＋ GAの効果の検討

第 40回日本睡眠学会定
期学術集会（2015.7.2-3）
宇都宮

北村　剛一，矢富　正徳，清水　雅明，岡吉　洋平，
服部　和裕，鈴木　　衞

12. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群における
鼻・副鼻腔手術の検討

第 40回日本睡眠学会定
期学術集会（2015.7.2-3）
宇都宮

矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，清水　雅明，
岡吉　洋平，鈴木　　衞

13. Endoscopic medial maxillectomyにて摘
出した上顎洞に発生した孤立性線維
性腫瘍例

第 55回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

大塚　康司，清水　雅明，高瀬聡一郎，岡吉　洋平，
矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，鈴木　　衞

14. OSASに対する舌根部と軟口蓋部のコ
ンビネーション手術の治療効果の検
討

第 28回日本口腔・咽頭
科学会総会（2015.9.10-

11）大阪

北村　剛一，矢富　正徳，服部　和裕，岡吉　洋平，
鈴木　　衞，塚原　清彰

15. 小児 OSASにおける OSA-18の有用性
の検討

第 28回日本口腔・咽頭
科学会総会（2015.9.10-

11）大阪

矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，清水　雅明，
岡吉　洋平，塚原　清彰

16. 結核菌 IFN-γが陰性であった結核性中
耳炎の 1例

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

永井　賀子，萩原　　晃，白井　杏湖，丸山　　諒，
鈴木　　衞

17. 鼻骨再建を行った鼻中隔癌の 1例 第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

丸山　　諒，佐藤　宏樹，清水　　顕，岡本　伊作，
勝部　泰彰．齊藤　　雄，鈴木　　衞

18. 画像上骨破壊を呈した側頭骨炎症性
病変の 2例

第 25回日本耳科学会総
会（2015.10.8-10）長崎

丸山　　諒，永井　賀子，萩原　　晃，河口　幸江，
許斐　氏元，太田　陽子，矢富　正徳，白井　杏湖，
河野　　淳

19. 当科における鼻閉改善手術のあゆみ 第 73回新都心 ENT研究
会（2015.1.31）東京

高田　大輔

産 婦 人 科

【教育】
「到 達 目 標」　当科では，真実を自身で見極める事の出来る人材育成を目標として，診療行為ひとつひとつについて，例えそれ

がガイドラインに記載されている内容であったとしても，なぜそうするのかを自身で考え，その解を得られる様
にする取り組みを従来より行って来ている。それによって，ガイドラインや教科書に載っていない事態に遭遇し
た場合に於いても，自身で考え答えを導きだしてゆける様になれると考えているからである。特に，藤村の専門
である婦人科腫瘍領域と産科領域において，上記の理念に基づいた研修をしっかりと施行する事を目標としてい
る。

「現 状 説 明」　新宿よりローテートで派遣されて来る中堅医師，若手医師に上記理念をもとに，教育・研修を行っている。現在
2名の婦人科腫瘍専攻医を預かり，上記理念に基づいて教育に当たっているが，2名の専攻医を教育するには症
例数が不十分である。さらに，当院では診療出来ていない不妊治療等についての教育は不十分であり他施設での
研修に委ねざるを得ない。

「点検・評価」　上記理念に基づく研修は必ず成果を挙げられる事を信念として教育に当たっているが，大多数の医師は最大で 2
年間の研修期間の後に他の医療施設に異動となってしまうため，その後の継続的教育が行えずその効果がどれほ
ど得られているのかに付いても，評価が出来ない現状がある。

「改 善 方 策」　新宿の医局に，長期間の固定した人員派遣を要請してゆく。
「目標・改善方策の達成度」　婦人科腫瘍に関連した内容の教育に関しては，未だ不十分ではあるものの，一定の成果は挙げられ

始めていると感じている。
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【研究】
「到 達 目 標」　所属する医師一人一人が，何らかの臨床研究もしくは症例検討を行い，それを形に残す。科長藤村が全国でリー

ドする婦人科腫瘍の緩和医療に関する研究に付いては，調査研究・臨床試験等，現在計画・進行中の案件を着実
にこなす。

「現 状 説 明」　時に症例検討を発表し，形に残す事を出来る事もあるが，まだ十分に達成は出来ていない。婦人科腫瘍の緩和医
療に関する調査研究は，初期段階の調査を終え現在論文化途中である。また，計画されていた臨床試験も漸く全
国的に展開出来る素地が整えられて来ている。

「点検・評価」　科として目指している一人一人の臨床的研究がまだ十分に意識されるに至っていない。婦人科腫瘍の緩和に関す
る研究はゆっくりとではあるが，着実に前に進んでいる。

「改 善 方 策」　科員一人一人に科長が指導的に関わる時間をもっと確保してゆく。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標のごく一部しか達成は出来なかった。緩和医療に関連した研究は，60%程度は達成出来

たと思われる。
【診療】
「到 達 目 標」　茨城県南部に位置する当院において，茨城全県下からの婦人科腫瘍患者を受け入れ，また，政策医療としての周

産期医療を進め，地域の医療に貢献し地域からの高い信頼を得る。
「現 状 説 明」　現在当科は，県南地域のみならず，鹿行・県央・県北・県西地区からも患者さんの紹介を受け，主に婦人科腫瘍

の診療領域において地域医療に貢献していると言える。また，少しずつではあるが，分娩数も増加しており，中
リスクまでの産科患者に対する対応を通じ，県の総合周産期センターである土浦協同病院をバックアップする役
割を担っている。

「点検・評価」　昨年度より医員数が 5名に増員され，上記両診療がより安全に施行出来る様になり，また，患者数の増加にも寄
与して来ている。しかし，当面の目標である分娩数の増加と周産期医療の拡充といった点についてはまだまだ十
分に達成されているとは言えない。

「改 善 方 策」　科長が率先して地域にとけ込む為の様々な活動を進めているものの，いまだこの地に根を下ろして診療に当たる
医師が科長以外に確保出来ておらず，この点については引き続き新宿の医局に検討を依頼してゆきたい。

「目標・改善方策の達成度」　地域からの信頼はある程度得られているとは考えているものの，まだまだ全県下からの強い信頼は
得られていない。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　当科の診療と当科からの情報発信を通じ，地道ながらも地域に貢献する。
「現 状 説 明」　科長は，阿見町中央地域の公民館等での講演会等，専門性を活かした地域活動を出来うる限り行っている。また，

「婦人科臨床研究会」～女性がいきいきと輝くために～を，県南地域を中心に開催し，日本の一流の講師陣を招
請し講演会を年に数回開催している。この際には，産科・婦人科（腫瘍・リプロダクション）の全ての領域につ
いての講師を招請し，偏りの少なくなる様工夫して開催している。また，地域のがん検診業務に医師を派遣し，
また科長は茨城県の茨城県生活習慣病検診管理指導協議会子宮がん部会委員，茨城県総合検診協会細胞診断委員，
茨城県産科婦人科学会副会長等の役割を担っており，これらの役割を通じた地域貢献を果たしている。

「点検・評価」　現時点では，科長の個人的活動が多いため，今後は科員全員が地域貢献の意識を持ちつつ，日々の診療に当たる
事が必要である。

「改 善 方 策」　科員の地域との接点を出来るだけ増やすためにも，若手中堅科員の赴任が出来るだけ長い赴任期間となる様，新
宿医局に働きかけてゆく必要がある。

「目標・改善方策の達成度」　まだまだ十分な達成は得られていない。

I.　著書
1. IV緩和ケアを一緒にはじめよう！　
緩和ケアのお話をいつ始めるのがよ
いか ?どうやってやるのか ?

MEDICAL VIEW 誰も教
えてくれなかった婦人科
がん薬物療法，143-144, 
2015

藤村　正樹（編：勝俣　範之）

2. 腹腔内転移による腸閉塞はどのよう
に対応したらいのでしょうか ?

MEDICAL VIEW 誰も教
えてくれなかった婦人科
がん薬物療法，155-156, 
2015

藤村　正樹（編：勝俣　範之）

16122039_03茨城.indd   599 2017/03/15   17:18:01



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌600S

II.　学術論文
C1. 大量腹水を伴う骨盤子宮内膜症の 1例 東京産科婦人科学会会誌

65：42-46, 2015
堺　　洋佑，寺田　秀昭，小野　理貴，森竹　哲也，
佐川　泰一，寺内　文敏，井坂　恵一

2. 再発時に神経内分泌癌へ分化を来し
たと思われる子宮体癌の 1例

東京産科婦人科学会会誌
64：159-164, 2015

鷲田　貴一，大村　涼子，向田　一憲，森竹　哲也，
佐川　泰一，西　　洋孝，寺内　文敏，井坂　恵一

III.　学術刊行物
A1. 婦人科がん患者の緩和ケアとその個
別化に向かって

医学書院，臨床婦人科産
科 69：34-39, 2015

藤村　正樹

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 子宮がんの早期発見・早期治療 平成 26年度がん予防推

進 院 養 成 講 習 会
（2015.2.13）つくば

藤村　正樹

2. 卵巣がん治療の最近の話題 協和発酵キリン株式会社
つくば営業所社内講演会
（2015.2.26）つくば

藤村　正樹

3. 卵巣がんの痛みについて 卵巣がん体験者の会スマ
イリー　東京卵巣がん
フォーラム 2015（2015.5.16）
東京

藤村　正樹

4. 病院で働く臨床医が緩和医療を考え
るわけとは…

新川地区緩和ケア研究会
（2015.5.22）黒部

藤村　正樹

5. 卵巣がん治療の最近の話題－緩和医
療を含めて－

中外製薬株式会社筑波オ
フィス感集会（2015.8.25）
つくば

藤村　正樹

6. 子宮がんの早期発見　その秘訣とは 第 37回取手・龍ヶ崎医
療圏がん拠点病院研修会
（2015.8.28）東京医科大
学茨城医療センター医
療・福祉研究センター

藤村　正樹

7. 子宮がんの早期発見 阿見町中央北部女性の日
講演会（2015.8.30）阿見

藤村　正樹

8. 婦人科腫瘍における緩和医療の位置
付け

埼玉婦人科がん支持療法
懇話会（2015.11.5）さい
たま

藤村　正樹

9. 緩和医療 第 2回婦人科腫瘍学会研
修会（2015.12.5）東京

藤村　正樹

B1. GnRHa療法が奏効しなかった腹膜貯
留嚢（peritoneal inclusion cyst）の一例

第 180回茨城産か婦人科
学会（2015.11.14）水戸

小暮健二郎，鷲田　貴一，石川　貴久，嶋田　秀仁，
藤村　正樹

麻 酔 科

【教育】
「到 達 目 標」　臨床に則した麻酔に関する知識と技術を教育する。
「現 状 説 明」　初期研修医に対し，患者への麻酔に関する説明や実際の麻酔管理・術後回診を体験させ，知識や技術面での問題

点をフィードバックする。可能な限り様々な手技を体験させる。
「点検・評価」　卒前・卒後研修センターの規定に照らし合わせて点検・評価を行う。
「改 善 方 策」　当センターの性質上，当科以外のローテーションを行っている場合でも麻酔科スタッフが研修医や臨床実習生と

接触する機会が多い。そのため，研修期間全体でのフォローを心がけて教育すべきと考えている。
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【研究】
「到 達 目 標」　臨床的テーマを中心として各自が目的意識を持ち，限られた時間と期間を計算に入れて研究を行う。
「現 状 説 明」　時間的・マンパワー的制限があり，レトロスペクティブなものが中心となっている。
「点検・評価」　研究成果を科内で検討し，可能な限り学会発表や論文投稿へ導く。
「改 善 方 策」　日頃より定期的な抄読会を行うことで最新情報を取り込み，特殊条件などを背景にした麻酔方法を検討している。

また，過去のデータを収集・整理し問題点や改善方法を検討する。
【診療】
「到 達 目 標」　当センターの救急医療，政策医療としての手術症例を対象に対応する。
「現 状 説 明」　前年度実績を上回る麻酔管理に対応できるだけのマンパワーが不足している。
「点検・評価」　 病院の規模，麻酔科医の人数や手術症例数，手術内容を総合的に点検し，最終的には安全性に関する評価を行う。
「改 善 方 策」　麻酔科医の増員につながる，現場での魅力的な臨床指導やトレーニング，麻酔科学に関する興味深い研究を行う

ように心がける。
「目標・改善方策の達成度」　前年度以上の手術件数を達成している。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域医療としての手術症例に対して可能な限りの受け入れを目指す。
「現 状 説 明」　救急患者に対する緊急手術への対応は速やかに行われている。
「点検・評価」　病院内外での第 3者からの点検・評価による。
「改 善 方 策」　麻酔科スタッフの精神的・肉体的ストレスを極力軽減するよう努力すべき。
「目標・改善方策の達成度」　

I.　著書
1. Neuroprotective Drugs Springer, Neuroanesthesia 

and Cerebrospinal Protec-
tion, 75-80, 2015

Murozono M

II.　学術論文
C1. 麻酔管理中に原因不明の気道出血が
発生した一症例

日本救命医療学会雑誌 
29：75-80, 2015

室園美智博，長島　史明，安藤　千尋，武田　明子，
柳田　国夫

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 当 ICUにおける気管切開術の検討 第 42回日本集中治療医

学会学術集会（2015.2.10）
東京

長島　史明，柳田　国夫，室園美智博，武田　明子，
安藤　千尋

2. 敗血症後血小板減少が遷延した 1症例 第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.11）
東京

武田　明子，柳田　国夫，室園美智博，安藤　千尋

3. 敗血症後血小板減少が遷延した 2症例 第 15 回茨城臨床麻酔
ネットワーク（ICAN）
講演会（2015.3.7）茨城

武田　明子，柳田　国夫，室園美智博，竹下　裕二，
齋木　　巌

4. Septic DIC症例におけるトロンボモ
ジュリン製剤の投与期間の検討

第 42回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

鈴木　直樹，柳田　国夫，室園美智博，金澤　裕子，
武田　明子

5. 当施設における呼吸器インターベン
ションでの麻酔管理の検討

第 3回茨城医学会麻酔分
科会（2015.10.17）茨城

崔　　英姫，鈴木　直樹，宮下　亮一，武田　明子，
室園美智博，柳田　国夫

6. 知らなかった！救命士挿管実習 新都心麻酔懇話会 2015
（2015.10.17）東京

武田　明子，崔　　英姫，宮下　亮一，室園美智博

7. 緊急手術中に不規則抗体陽性が判明
した 2症例

日本臨床麻酔学会　第
35 回 大 会（2015.10.23）
横浜

鈴木　直樹，武田　明子，室園美智博，柳田　国夫
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8. 肥満患者の周術期管理は非常に危険
～考え方と対策～

第 47 回茨城医療セン
タ ー 症 例 検 討 会
（2015.11.16）茨城

崔　　英姫，宮下　亮一，武田　明子，室園美智博

歯 科 口 腔 外 科

【教育】
「到 達 目 標」　関連学会の専門医が取得できる，実践的な卒後教育の実践。
「現 状 説 明」　後期研修医に対する各種学会の専門医取得の単位認定をサポートしている。
「点検・評価」　施設認定が取得できる学会が少数である。
「改 善 方 策」　積極的に関連学会の施設認定を取得する。
「目標・改善方策の達成度」　日本顎顔面インプラント学会，日本睡眠学会，日本睡眠歯科学会の施設認定を取得した。日本口腔

外科学の準研修施設から研修施設へ変更中。日本有病者歯科医療学会，顎関節学会，小児口腔外科学会の施設認
定申請予定。

【研究】
「到 達 目 標」　臨床研究を中心に積極的に研究を遂行することにより，地域における教育機関としての認知度を高める。
「現 状 説 明」　ほとんどまとまった研究を行っていなかった。
「点検・評価」　研究を遂行するための基礎を構築する必要あり。
「改 善 方 策」　学会主導の多施設共同研究への積極的な参加し，質の高い臨床研究を実践し，地域における学術集会へ積極的参

加する。
「目標・改善方策の達成度」　2つの学会主導の多施設共同研究へ参加した。茨城県癌学会，茨城県歯科医学会で発表し，今後へ

向けての基礎作りを行った。
【診療】
「到 達 目 標」　過去の診療科閉鎖に伴う地域との断絶を修復する。特定共同指導における低評価を改善する。
「現 状 説 明」　近隣歯科医師会に入会を拒絶されている。前年度の保険診療の特定共同指導において要改善との評価を受けてい

る。
「点検・評価」　過去の診療科閉鎖の影響が大きく，診療を遂行上の基礎が構築されていない。
「改 善 方 策」　近隣歯科医師会への積極的な訪問を行い，保険診療の整備に努めた。
「目標・改善方策の達成度」　土浦歯科医師会への入会を果たし，特定共同指導において著明改善を果たし，過去の負の遺産を一

掃できた。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域の基幹病院としての役割を果たすと同時に，学会活動を通じて安全な口腔外科診療の啓蒙を進め，分野の認

知度を高める。
「現 状 説 明」　社会貢献活動はほとんど行われていない。
「点検・評価」　社会貢献地域を果たす上での，近隣歯科医師会との関係を改善する。
「改 善 方 策」　地域との連携を再構築すると同時に，学会を通じた社会活動を積極的に行い，本診療科の存在感を地域に浸透さ

せる。
「目標・改善方策の達成度」　茨城県歯科医師会，土浦歯科医師会への入会を果たし，その他の歯科医師会へも積極的に訪問し，

関係の構築を実践した。学会の委員会活動へ参加し様々な啓蒙活動を行った。

II.　学術論文
A1. A randomized trial to identify the most 

eff ective dose of remifentanil during Le 
fort I osteotomy

Journal of Oral and Maxil-
lofacial Surgery 73：1073-

1077, 2015（IF=1.631）

Abukawa H,  Matsuo A,  Watanabe M,  Kono M,  Satomi 
T,  Chikazu D

2. Evaluation of dental implants as a risk 
factor for the development of bisphospho-
nate-related osteonecrosis of the jaw in 
breast cancer patients

Odontology doi：10.1007/
s10266-015-0207-4, 2015
（IF=1.538）

Matsuo A,  Hamada H,  Takahashi H,  Okamoto A,  Kaise 
H,  Chikazu D
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3. Management of comorbid advanced stage 
gingival squamous cell carcinoma and 
classical Hodgkin lymphoma by a combi-
nation of surgery and split ABVD chemo-
therapy

Journal of Oral and Maxil-
lofacial Surgery, Medicine, 
and Pathology 27（2）：
245-249, 2015

Abukawa H,  Satomi T,  Tauchi T,  Matsubayashi J,  
Kusama H,  Nagao T,  Asada Y,  Kono M,  Watanabe M,  
Chikazu D

C1. 若年者のびまん性硬化性下顎骨骨髄
炎にパミドロネートが著効した 1例

日本口腔外科学会雑誌 
61（7）：368-373, 2015

河野　通秀，渡辺　正人，浜田　勇人，藤川　　考，
里見　貴史，近津　大地

2. 口腔症状により HIV感染症が判明し
た 2例

有 病 者 歯 科 医 療 24：
74-79, 2015

宮本　重樹，小川　　隆，金子　忠良，今井　健一，
落合　邦康，藤井　　毅，近津　大地

III.　学術刊行物
A1. インプラント手術に関連する移植骨
の構造について

日本口腔インプラント学
会誌 28（1）：19-28, 2015

松尾　　朗

B1. 最新医療を知ろう 再生医療を見据え
た顎骨再建

ほほえみ 55：4, 2015 松尾　　朗

2. 骨構造を基盤とした顎堤形成術の治
療選択

口腔顎顔面インプラン
ト，2015

松尾　　朗

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. A randomized trial to identify the most 

eff ective dose of dexamethasone for bilat-
eral sagittal split osteotomies

22nd International Confer-
ence on Oral and Maxillo-
facial Surgery（2015.10.27-

30）Melbourne, Australia

Abukawa H,  Koga Y,  Kono M,  Matsuo A,  Satomi T,  
Chikazu D

2. Evaluation of OK-432（Picibanil）injec-
tion therapy for intraoral ranula

22nd International Confer-
ence on Oral and Maxillo-
facial Surgery（2015.10.27-

30）Melbourne, Australia

Kono M,  Satomi T,  Hasegawa O,  Abukawa H,  Koga Y,  
Matsuo A,  Chikazu D

国内学会
A1. ワークショップ 1 睡眠時無呼吸症候群
に対する顎矯正手術の適応を考える 
睡眠医療から見たMMAの適応と問題
点

第 69回日本口腔科学会
学術集会（2015.5.15）大
阪

松尾　　朗

2. 東京医科大学茨城医療センター 歯科
口腔外科の現状およびこれからの方
針

土浦歯科医師会例会
（2015.9.28）茨城

松尾　　朗

3. 口腔と全身との関係－顎骨を中心と
して

不動会総会特別講演
（2015.10.3）東京

松尾　　朗

4. 睡眠歯科医学の最前線 第 5 回つくば毛利歯科 
年 末 セ ミ ナ ー
（2015.12.19）茨城

松尾　　朗

B1. 当科における口腔扁平上皮癌 N0症例
の検討

第 33回日本口腔腫瘍学
会 総 会・ 学 術 大 会
（2015.1.29-30）奈良

河野　通秀，里見　貴史，長谷川　温，榎本　　愛，
虻川　東嗣，古賀　陽子，松尾　　朗，近津　大地

2. 口腔顔面領域の慢性疼痛に対して
Duloxetineが著効した 1例

第 44回日本慢性疼痛学
会（2015.2.27-28）神奈
川

岡本　彩子，桝屋　二郎，安田　卓史，松尾　　朗，
近津　大地

3. 上顎骨に発生した骨芽細胞腫の 1例 第 69回日本口腔科学会
（2015.5.15）大阪

渡邉　　純，里見　貴史，河野　通秀，榎本　　愛，
長谷川　温，虻川　東嗣，古賀　陽子，松尾　　朗，
近津　大地
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4. 下顎前突を呈する閉塞性睡眠時無呼
吸患者に関する検討（第 2報）

日本睡眠学会第 40回定
期学術集会（2015.7.2-3）
栃木

田賀　　仁，松尾　　朗，高橋　英俊，近津　大地

5. 口腔顔面領域の慢性疼痛に対して
Duloxetineが著効した 2症例

第 20回日本口腔顔面痛
学会（2015.7.4-5）愛知

岡本　彩子，桝屋　二郎，安田　卓史，松尾　　朗，
近津　大地

6. 当院における閉塞性睡眠時無呼吸症
候群患者に対する口腔内装置の治療
成績および下顎最大前方移動量に対
する検討

第 14回日本睡眠歯科学
会（2015.11.21-22）愛知

高橋　英俊，松尾　　朗，仲井　孝之，田賀　　仁，
多田　昌功，旭　　宣明，近津　大地

7. 重度な骨欠損を有する両側性唇顎口
蓋裂患者に対しインプラント治療を
行った 1例

第 19回日本顎顔面イン
プラント学会総会・学術
大会（2015.11.28-29）神
奈川

米山　勇哉，古賀　陽子，渡辺　正人，高橋　英俊，
河野　通秀，濵田　勇人，里見　貴史，松尾　　朗，
近津　大地

形 成 外 科

【教育】
「到 達 目 標」　当科では皮膚科とともに皮膚形成センターとして，皮膚疾患の診断から治療まで一貫して体得できることを目指

している。
「現 状 説 明」　後期研修医による初期研修医の指導などの屋根瓦式での教育を実践している。
「改 善 方 策」　スタッフ間での情報共有などに努める。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度。
【研究】
「到 達 目 標」　年に 1～2度の学会発表を行うことを，目標としている。今後は主要な雑誌に論文発表を行っていくことを目標

とする。
「現 状 説 明」　達成できている。
「改 善 方 策」　現状維持に努める。
「目標・改善方策の達成度」　現状を継続するよう努める。
【診療】
「到 達 目 標」　地域医療機関との連携を蜜にし，紹介率の向上を目指す。
「現 状 説 明」　紹介率は 30%後半を推移している。
「改 善 方 策」　より多くの診療内容の情報提供を行い，経過報告，結果報告を確実に行うことにより信頼を得ていく必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度。

感 染 症 科

III.　学術刊行物
A1. 特集名：かぜ症候群のトータルマネジ
メント－日常診療から増悪時の対処
法までテーマ：かぜ症候群の病態と抗
菌薬の使い方　②非定型肺炎－マイ
コプラズマ・クラミジア・レジオネラ

ヴァン メディカル・感
染と抗菌薬 18（4）：328-

333, 2015

清田　育男，渡邉　秀裕

B1. 成人のインヒビター保有血友病 A患
者に対する胸部中心静脈ポート挿入
術

メディカルレビュー社，
Frontiers in Haemophilia 2
（ 2）：4 6-4 7（ 9 6-9 7）

2015-8

清田　育男

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 茨城県の HIV感染者における アン
ケート調査

第 30回茨城 HIV感染症
研究会

清田　育男
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B1. HIV 感染者における上部消化管内視
鏡検査の有用性

第 89回日本感染症学会
学術講演会

清田　育男，大谷眞智子，横田　和久，一木　昭人，
近澤　悠志，備後　真登，村松　　崇，四本美保子，
萩原　　剛，鈴木　隆史，天野　景裕，山元　泰之，
福武　勝幸

2. ソラシックエッグと自己血癒着術に
より治癒し得た HIVニューモシスチ
ス肺炎に伴う両側気胸の一症例

第 64回日本感染症学会
東日本地方会総会学術集
会

清田　育男，近澤　悠志，宇留間友宣，渡邉　秀裕，
大石　　毅

3. 多発膿痂疹と発熱，咽頭痛を主訴に受
診した 42歳タイ人女性の 1例

第 206回茨城県内科学会　
水戸

清田　育男，川畑　大輔，宇留間友宣，大石　　毅

集 中 治 療 部

【研究】
「到 達 目 標」　日本集中治療医学会総会と地方会に，2年に 1度は集中治療部として発表を行うこと。
「現 状 説 明」　1名の専属スタッフで運営しているので，臨床研究も覚束ない状況である。
「点検・評価」　総会での発表を予定している。
「改 善 方 策」　スタッフの確保。
【診療】
「到 達 目 標」　①患者や家族，主治医にも，安全性と確実性で満足いただけるような重症患者管理を提供する。②病院経営上，

集中治療入室患者を増やし，集中治療管理料を通して収入増に貢献する。
「現 状 説 明」　closed型 ICUとして業務を継続，毎朝 6時 30分から日常業務を開始し治療方針の検討は 7時 30分までに決定，

夕方は 19時過ぎに当直者に申し送りを行う。当直は集中治療部兼任医（麻酔科医師）の協力を得て行っている。
「点検・評価」　ICU入室総患者数は 735人と過去最高。集中治療部管理は 589人。
「改 善 方 策」　スタッフの確保。

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 敗血症後　血小板減少遷延した 1症例 第 42回日本集中治療医

学会学術集会
武田　明子，柳田　国夫，室園美智博，安藤　千尋

2. 当 ICUにおける気管切開術の現状 第 42回日本集中治療医
学会学術集会

長島　史明，柳田　国夫，室園美智博，武田　明子，
安藤　千尋

3. 敗血症後　血小板減少遷延した 2症例 茨城臨床麻酔ネットワー
ク（ICAN）講演会

武田　明子，室園美智博，竹下　裕二，斎木　　巌，
柳田　国夫

4. トロンボモジュリン製剤における投
与期間の検討

第 6回茨城県 DICセミ
ナー

鈴木　直樹，柳田　国夫，室園美智博，金澤　裕子，
武田　明子

5. Septic DIC症例におけるトロンボモ
ジュリン製剤の投与期間の検討

第 24回集中治療医学会
関東甲信地方会

鈴木　直樹，柳田　国夫，室園美智博，金澤　裕子，
武田　明子

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 平成 26年度第 9回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 26年度第 9回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.1.13）阿見

柳田　国夫

2. 平成 26年度第 10回茨城県稲敷 MC
事後検証会

平成 26年度第 10回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.2.17）阿見

柳田　国夫

3. 平成 26年度第 11回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 26年度第 11回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.3.17）阿見

柳田　国夫

4. 平成 27年度第 1回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 1回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.4.22）阿見

柳田　国夫
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5. 平成 27年度第 2回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 2回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.5.19）阿見

柳田　国夫

6. 平成 27年度第 3回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 3回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.6.23）阿見

柳田　国夫

7. 平成 27年度第 4回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 4回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.7.27）阿見

柳田　国夫

8. 平成 27年度第 5回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 5回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.8.25）阿見

柳田　国夫

9. 平成 27年度第 6回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 6回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.9.29）阿見

柳田　国夫

10. 平成 27年度第 7回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 7回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.10.29）阿見

柳田　国夫

11. 平成 27年度第 2回救急隊員研修会 稲敷地区 MC協議会主
催（2015.11.18）稲敷市
利根総合運動公園　体育
館

柳田　国夫

12. 平成 27年度第 8回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 8回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.11.24）阿見

柳田　国夫

13. 平成 27年度第 9回茨城県稲敷MC事
後検証会

平成 27年度第 9回茨城
県 稲 敷 MC 協 議 会
（2015.12.21）阿見

柳田　国夫

病 理 診 断 部

II.　学術論文
A1. Optimizing biopsy procedures during col-

poscopy for women with abnormal cervi-
cal cancer screening results：a multicenter 
prospective study

Int J Clin Oncol 20（3）：
579-585, 2015

Nakamura Y,  Matsumoto K,  Satoh T,  Nishide K,  Nozue 
A,  Shimabukuro K,  Endo S,  Nagai K,  Oki A,  Minagu-
chi T,  Morishita Y,  Noguchi M,  Yoshikawa H

2. HPV genotyping for triage of women with 
abnormal cervical cancer screening 
results：a multicenter prospective study

Int J Clin Oncol 20（5）：
974-981, 2015

Nakamura Y,  Matsumoto K,  Satoh T,  Nishide K,  Nozue 
A,  Shimabukuro K,  Endo S,  Nagai K,  Oki A,  Ochi H,  
Morishita Y,  Noguchi M,  Yoshikawa H

C1. A giant solitary fi brous tumor of the mes-
entery：a case report and literature review

World J Surg Oncol 13：
17, 2015

Nishida K,  Ubukata H,  Konishi S,  Shimazaki J,  Yano Y,  
Morishita Y,  Tabuchi T

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Genotype analysis of hepatocellular ade-

noma in Japan
International Liver Cancer 
Association 9th Annual 
Conference （2015.9.4）
Paris

Sugitani M,  Izu A,  Kinukawa N,  Ogawa M,  Yamazaki S,  
Takayama T,  Hano H,  Yao T,  Nakamura N,  Morishita Y,  
Kanda H,  Matsumoto K,  Hayashi S,  Ariizumi S,  Yama-
moto M,  Nakano M
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国内学会
A1. 神経内分泌腫瘍の病理診断 Neuroendocrine Tumor 

F O R U M つ く ば
（2015.9.16）つくば

森下由紀雄

B1. 液状処理細胞診（LBC）法：4法の比
較検討

第 30回日本臨床細胞学
会茨城県支部学術集会
（2015.3.28）つくば

菅　　英子，柏木　淳一，宇津木　悟，大塚　光一，
福島　良明，中山　大栄，藤村　正樹，森下由紀雄

2. 甲状腺篩（・モルラ）型乳頭癌の一例 第 30回日本臨床細胞学
会茨城県支部学術集会
（2015.3.28）つくば

杉山　　栞，村田　佳彦，中川　智貴，藤原　広美，
森下由紀雄，菅野　雅人，南　　優子，野口　雅之

3. 悪性転化を伴う腹腔内孤立性線維性
腫瘍の一例

第 104回日本病理学会総
会（2015.5.1）名古屋

矢野　陽子，洪　　建偉，森下由紀雄

4. 外性器に生じた悪性腫瘍の 2例 第 68回日本病理学会関
東 支 部 学 術 集 会
（2015.9.12）甲府

松本　暢彦，矢野　陽子，洪　　建偉，森下由紀雄

5. 胆汁細胞診にて腫瘍細胞を認めた
十二指腸乳頭部悪性リンパ腫の 1例

第 29回関東臨床細胞学
会学術集会（2015.9.26）
つくば

中村　晋也，天野　貴子，柳田　　篤，坂下　信悟，
菅野　雅人，森下由紀雄

6. 光線力学的治療法と胸腔鏡下手術で
治療した喀痰細胞診 D1判定異時性多
発早期肺癌の治療経験

第 29回関東臨床細胞学
会学術集会（2015.9.26）
つくば

雨宮　亮介，古川　欣也，名和　公敏，加藤　靖文，
大森　智一，今井健太郎，洪　　建偉，松本　暢彦，
森下由紀雄

7. 体腔液における LBC検体およびセル
ブロック検体における免疫細胞学的
検討

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.21）
名古屋

藤原　広美，森下由紀雄，中川　智貴，村田　佳彦，
野口　雅之

8. 子宮ポリープ状異型腺筋腫（APAM）
の一例

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.21）
名古屋

柏木　淳一，菅　　英子，宇津木　悟，福島　良明，
洪　　建偉，森下由紀雄

9. 肺腺癌，扁平上皮癌における，血管浸
潤（VI）の予後因子としての役割：2
施設共同解析

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

薄井　真悟，南　　優子，島内　正起，森下由紀雄，
佐藤　幸夫，野口　雅之，斎藤　武文

薬 剤 部

【教育】
「到 達 目 標」　薬剤部員の職務倫理の維持を継続すること。また近年，薬剤師は患者及び医療スタッフに対して薬剤についての

教育をすることが期待されている。質の向上を目指し自己研鑽を重ね教育者としての人格も兼ね備えること。
「現 状 説 明」　昨年 3名の薬剤師が入局し，薬剤部内での日当直業務も遂行できるようになった。しかし病棟での患者指導は，

開始して間もないことから一人で実施するにはまだ力不足である。他の人員についても医療スタッフを対象とし
た勉強会の開催が実施可能な薬剤師は多くない。そのため講演会・勉強会に参加し，知識の拡大とコミュニケー
ションのスキルアップを図っている。認定の取得を推奨しており骨粗鬆症リエゾンの取得や抗癌剤の認定も取得
しつつある。

「点検・評価」　薬剤部では，院内での接遇や安全管理の勉強会やグランドカンファへは積極的に参加している。若手の薬剤師に
おいては，患者に薬剤の説明をする際の態度や知識について恒常的に研鑽している。外来の比較的軽傷の患者へ
の指導では，問題はないものの入院している患者指導では見守りが必要なケースがある。

「改 善 方 策」　昨年，局員が 3名増え若手の薬剤師の能力の向上が見られることより，若手に教育業務を一部担当させることで
学生の教育また本人の学習へのモチベーションの向上が可能になると考える。また薬剤部全体で，日本病院薬剤
師会の基本となる生涯認定の取得を目指すことを推奨していく。講演や公開講座の参加や他の職種の医療スタッ
フに教えることで知識とスキルのアップを図る。

「目標・改善方策の達成度」　2年目の局員は，すでに病棟へ出向き患者指導を開始している。熟練度の高い薬剤師の見守りの中
ではあるが，成長していることが確認されている。

　　　　　　　他の局員に関しては，他職種との連携，業務の拡大を念頭に，能力差や個々の適正を考慮し部署の変更を実施し
た。各部署においてコミュニケーション及びセルフマネージメントのスキル習得度を評価検討中である。
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【研究】
「到 達 目 標」　臨床的な研究・調査においては，人的資源が増加したことより取り組みやすくなったことから学会発表演題の増

加，具体的に年間最低 8演題程度は発表をする。
「現 状 説 明」　昨年より認定の取得をした薬剤師が増えており学会発表する機会も僅かだが増えた。
「点検・評価」　昨年の学会発表は 9演題であった。発表者はやや増えたが，まだ偏りが見られる。
「改 善 方 策」　日常業務の中で疑問を持った事象に対し，探求していく姿勢を持ち調査研究の題材となるか考慮することを指導

していく。学会発表や講演会，講習会への参加を促していく。
「目標・改善方策の達成度」　約 90%程度の達成率かと思われる。昨年の学会発表は 9演題で，今後若手にも研究および調査に

参加させ指導していくことで成果に繋げていく方針である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　社会における病院薬剤師の業務の認知度は低い。専門の認定を得た薬剤師による患者会への参加や公開講座によ

る啓蒙活動に参加していく。
「現 状 説 明」　一部の特定領域においては，講演会の演者や学会でのシンポジスト，公開講座の講師もまれにだがあり，他の施

設の薬剤師に影響を与えていることもある。
「点検・評価」　専門の領域においては僅かではあるが他の地域での勉強会の講師依頼がある。実務実習の認定薬剤師の講師依頼

もある。また頻度は高くないが，公開講座の講師依頼もあり，患者とその家族に直接話すことで社会貢献できて
いることもある。また他の施設の薬剤師に影響を与えることで社会貢献となっているものと考える。糖尿病領域
においては年間 6回程度，メディカルスタッフ向けの講演会を実施している。他肝臓病教室など他の疾患も増加
しつつある。院内の安全管理の説明会講師も定期的に実施している。

「改 善 方 策」　認定の取得を促進していく。公開講座や講演会への参加および専門の学会での発表を促す。他のスタッフに参加
させていくことで，興味とモチベーションを持たせる。また知識とスキルの向上を図っていく。

「目標・改善方策の達成度」　領域が限られているものの講演会や糖尿病教室や肝臓病教室のイベントなどへ参加や服薬指導など
外来での患者指導も増えている。明らかに達成度は上昇している。

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1.「緩和医療とは ?薬剤師の今と未来の
活動について」緩和ケア病棟がない病
院での緩和ケアチームの活動状況と
薬剤師のあり方について

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1-2）つくば

井上奈七恵

2. 目からウロコのインスリン導入　実
は楽しいインスリン拒否患者へのイ
ンスリン導入

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1-2）つくば

松本　晃一

B1. インスリン注入器の吸引について，イ
ンスリンへの血液混入に関する調査

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21-

24）下関

松本　晃一，桂　　善也，永瀬　晃正，小高　以直，
高橋　利幸

2. 調剤薬局における腎機能チェックの
為の糖尿病手帳の有効活用～腎機能
の病識調査をふまえて～

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21-

24）下関

谷崎　宏美，田端　康幸，高澤　麻美，丹羽　直人，
桂　　善也，永瀬　晃正，小高　以直，高橋　利幸

3. 透析患者におけるクエン酸第二鉄水
和物の有効性の検討

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1-2）つくば

鈴木　一志，松本　晃一，高橋　利幸

4. インスリンボールによって高浸透圧
高血糖症候群を発症した 1例

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1-2）つくば

鈴木　絵莉，松本　晃一，高橋　利幸

5. 東京医科大学 3病院感染対策合同カン
ファレンスの取り組み　感染ネット
ワーク化に向けて

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1-2）つくば

井上　　勝，添田　　博，松永　宜史，渡邉　秀裕，
大石　　毅，鈴木　昌子，川畑　大輔，水野　泰孝，
早川　司子，千葉　克己，藤井　　毅，佐藤　昭裕，
山田加奈子，那須　　豊，松本　哲哉，高橋　利幸

6. 当施設におけるデノスマブ 60 mg導入
患者の経過調査

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1-2）つくば

塚本那緒子，松本　晃一，高橋　利幸
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7. 血清尿酸値低下による腎機能改善効
果の検討　フェブキソスタットの効
果についての

第 25回日本医療薬学会
年会（2015.11.21-23）横
浜

鈴木　一志，松本　晃一，高橋　利幸

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 2015年度　薬事功労者薬厚生労働大
臣表彰

薬事功労者薬厚生労働大
臣表彰（2015.10.14）東
京霞が関厚生労働省講堂

髙橋　利幸

リハビリテーション療法部

【教育】
「到 達 目 標」　現状よりも多い件数の臨床実習・評価実習を受ける。
「現 状 説 明」　現状では 3療法で 4件 /年の臨床実習，2件 /年の見学実習を受けている。
「点検・評価」　実習を受ける際には他療法で実習重複が集中しないように確認・チェックしていく。
「改 善 方 策」　経験年数に応じてスーパーバイザー・ケースバイザーの振り分けを行っていく。
【研究】
「到 達 目 標」　経験年数に応じた研究機会の提供を行っていく為に，全例に研究計画書の提出を義務づける。
「現 状 説 明」　現状は一定の経験年数の職員に偏りが見られている。
「点検・評価」　院内の倫理委員会を経由しての研究内容のチェック・客観性を保っていく。
「改 善 方 策」　部内のスタッフには経験年数に応じた症例検討・研究が行える機会を提供するため環境調整をはかる。
【診療】
「到 達 目 標」　昨年度の医業収入を超えた増収を目指していく。
「現 状 説 明」　PT・OT・ST合わせて平均 3,500単位 /月の単位数となっている。
「点検・評価」　日報・実績表のチェックを行っている。また地域包括ケア病棟は平均 2単位，急性期病棟 17単位 /日の目標単

位数を設定している。
「改 善 方 策」　診療内容の質を確保していくために各種勉強会・講習会への積極的な参加を全スタッフに促していく。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　茨城県指定地域リハビリテーション広域支援センターとしての 1回 /年以上の研修・講演会などの機会を設けて

いく。
「現 状 説 明」　現状では 1回 /年の講演会の確保に留まっている。
「点検・評価」　毎年度会計報告を茨城県に対して行っており翌年度の助成金の額が決定されている。
「改 善 方 策」　リハビリテーション療法部の中で担当を決めても事務機能は不十分な面もあり可能な限り事務担当者にも協力を

依頼していく。

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Eff ects of forearm position on the wrist 

fl exion and extension torques
The 8th Asian-Pacifi c Con-
ference on Biomechanics
（2015.9.16-19）札幌

Yuine H,  Yoshii Y,  Ohashi K,  Wen-lin T*,  Ishii T

国内学会
A1. 心疾患に対する運動療法 茨城心大血管運動生理研

究会
大関　直也

B1. 有酸素運動と B-SES併用による SPP
の変化

第 21 回心臓リハビリ
テ ー シ ョ ン 学 会
（2015.7.18-19）

大関　直也，田中　良太，倉形　裕史，石田　優子，
豊崎　夏子，大賀　　優，田中　宏和，大久保信司，
安達　　仁，福田　昭宏

2. ベルト電極式骨格筋電気刺激が若年
健常人の自律神経活動に与える影響

第 21 回心臓リハビリ
テ ー シ ョ ン 学 会
（2015.7.18-19）

倉形　裕史，田中　良太，倉形　裕史，石田　優子，
豊崎　夏子，大賀　　優，田中　宏和，大久保信司，
安達　　仁，福田　昭宏
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3. 若年健常人における姿勢・運動・ベル
ト電極式骨格筋電気刺激の循環動態
の比較検討

第 21 回心臓リハビリ
テ ー シ ョ ン 学 会
（2015.7.18-19）

田中　良太，倉形　裕史，大関　直也，石田　優子，
豊崎　夏子，齋藤　優花，大賀　　優，田中　宏和，
大久保信司，安達　　仁，福田　昭宏

4. B-SESによる SPPへの影響 第 52回日本臨床生理学
会（2015.10.31-11.1）

大関　直也，田中　良太，倉形　裕史，石田　優子，
豊崎　夏子，大賀　　優，田中　宏和，大久保信司，
安達　　仁，福田　昭宏

5. ベルト電極式骨格筋電気刺激が若年
健常人の自律神経活動および循環動
態に与える影響

第 19回茨城県理学療法
士会（2015.7.12）茨城

倉形　裕史，田中　良太，大関　直也，石田　優子，
豊崎　夏子，大賀　　優，田中　宏和，大久保信司，
安達　　仁，福田　昭宏

6. 脊髄損傷患者の身体活動強度 第 19回茨城県理学療法
士会（2015.7.12）茨城

大関　直也，田中　良太，倉形　裕史，石田　優子，
豊崎　夏子，大賀　　優，田中　宏和，大久保信司，
安達　　仁，福田　昭宏

7. 異なる心肺運動負荷試験機器による
低負荷運動時指標の違い

第 19回茨城県理学療法
士会（2015.7.12）茨城

田中　良太，田中　良太，倉形　裕史，大関　直也，
中島　　弘，西山　　徹，加藤　浩太，田中　宏和，
大久保信司，安達　　仁，福田　昭宏

8. B-SESの併用が嫌気性代謝域値に影
響するか

第 2回日本骨格筋電気刺
激 研 究 会 学 術 集 会
（2015.11.28）東京

伊藤　申泰，田中　良太，倉形　裕史，大関　直也，
石田　優子，田中　宏和，大久保信司，安達　　仁，
福田　昭宏

共同研究センター

【教育】
「到 達 目 標」　茨城医療センターにおいて大学院生が学位を取得しやすくなるように，研究環境を整備する。
「現 状 説 明」　平成 24年度より大学院博士課程の学生を受け入れ，研究指導を行っている。
「点検・評価」　研究設備と指導体制は整いつつあるが，研修医不足により，大学院希望者も極めて少ない状況である。
「改 善 方 策」　茨城医療センターとして，今後研修医を着実に増やしていくことが必要である。学位の取得も可能なことを当院

の利点として積極的に宣伝し，研修医の獲得を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　在籍の大学院生に対しては，国内外での学会発表，論文作成指導などが順調に行われ，到達目標の

80%程度が達成された。
【研究】
「到 達 目 標」　教員の臨床研究をサポートし，茨城医療センターにおける科研費の申請数，採択数の増加を目指す。
「現 状 説 明」　研修医が少ない現状で，日々の診療に追われ，研究に興味はあっても，科研費を申請したり実際に研究を行う余

裕がない教員が多い。
「点検・評価」　茨城医療センターの教員数に対する科研費申請率はまだ低いが，採択率は比較的高く，共同研究センターにおけ

る申請書作成サポートがある程度効果を上げていると考えられる。
「改 善 方 策」　共同研究センターを積極的に利用して臨床基礎研究を行い，科研費の申請が行えるように，教員への啓蒙活動を

行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　共同研究センターを利用する教員数や茨城医療センターにおける科研費の申請数は増加傾向にある

が，まだ到達目標の 50%程度の達成率である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　阿見地区にある 3大学と連携して，地域に密着した形での社会貢献を行っていく。また，院内の他の診療科主催

の講演会，公開講座等の開催にも積極的に協力していく。
「現 状 説 明」　茨城大学農学部，茨城県立医療大学との三大学交流セミナーを毎年共催し，連携が強化されている。平成 25年

度より，社会貢献を目的とした茨城大学農学部主導の農医連携プロジェクト（文部科学省）にも参加している。
また，茨城県肝疾患診療連携拠点病院として，講演会，公開講座等の運営に協力した。

「点検・評価」　研究成果に基づいた具体的な社会貢献は，まだ行われていない。
「改 善 方 策」　今後も，茨城大学農学部，茨城県立医療大学や院内の他の診療科に協力する形で，社会貢献を進めていく。
「目標・改善方策の達成度」　達成率は，まだ目標の 30%程度である。
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I.　著書
1. 運動時の糖質・脂質・蛋白質代謝 朝倉書店，運動生理学

20 講　 第 三 版・44-50, 
2015

宮﨑　照雄，坂本　　啓*，諏訪　雅貴*

（編：勝田　　茂*，征矢　英昭*）

II.　学術論文
A1. Simultaneous quantifi cation of salivary 

hydroxybutyrates as possible markers of 
amino acid and fatty acid catabolic path-
ways by LC-ESI-MS/MS

Springerplus 4：494, 2015
（IF=0.982）

Miyazaki T,  Honda A,  Ikegami T,  Iwamoto J,  Monma T,  
Hirayama T,  Saito Y,  Yamashita K*,  Matsuzaki Y

2. Increased N-acetyltaurine in serum and 
urine after endurance exercise in human

Advances in Experimental 
Medicine and Biology 803：
53-62, 2015（IF=1.958）

Miyazaki T,  Ishikura K*,  Honda A,  Ra SG*,  Komine S*,  
Miyamoto Y,  Ohmori H*,  Matsuzaki Y

3. Pathophysiological analysis of primary 
biliary cirrhosis focusing on choline/phos-
pholipid metabolism

Liver Int 35（3）：1095-

1102, 2015（IF=4.85）
Kohjima M*,  Enjoji M*,  Yada R*,  Yoshimoto T*,  Nakamura 
T*,  Fukuizumi K*,  Fukushima N*,  Murata Y*,  Nakashima 
M*,  Kato M*,  Kotoh K*,  Shirabe K*,  Maehara Y*,  Nakajima 
A*,  Nozaki Y*,  Honda A,  Matsuzaki Y,  Nakamuta M*

4. Anti-gp210 and anti-centromere antibod-
ies for the prediction of PBC patients with 
an incomplete biochemical response to 
UDCA and bezafi brate

Hepatol Res 45（8）：827-

828, 2015（IF=2.735）
Honda A,  Ikegami T,  Matsuzaki Y

5. Plasma cholesterol-lowering and transient 
liver dysfunction in mice lacking squalene 
synthase in the liver

J Lipid Res 56：998-1005, 
2015（IF=4.368）

Nagashima S*,  Yagyu H*,  Tozawa R*,  Tazoe F*,  Takahashi 
M*,  Kitamine T*,  Yamamuro D*,  Sakai K*,  Sekiya M*,  
Okazaki H*,  Osuga J*,  Honda A,  Ishibashi S*

6. 長時間持久性パフォーマンスに及ぼ
すタウリン投与の影響

タウリンリサーチ 1：
59-63, 2015

石倉 恵介*，宮﨑　照雄，松坂　　賢*，羅　　成圭*，
宮川　俊平*，大森　　肇*

7. 原発性胆汁性肝硬変の治療戦略 東 医 大 誌 73（3）：252-

258, 2015
本多　　彰

C1. 著明な出血をきたし転移性胃腫瘍の
一例

Progress of Digestive 
Endoscopy 86（1）：140-

141, 2015

門馬　匡邦，岩本　淳一，小西　直樹，村上　　昌，
屋良昭一郎，伊藤　真典，平山　　剛，齋藤　吉史，
池上　　正，本多　　彰，松﨑　靖司

III.　学術刊行物
A1. ウイルス性肝炎患者拾い上げの問題 日本臨床．新ウイルス性

肝炎学－最新の基礎・臨
床研究情報－2015. 日本
臨床 73（増 9）：674-679

宮﨑　照雄，松﨑　靖司

2. 腸内細菌叢と血中胆汁酸（血中胆汁酸
様相から腸内細菌の変化を知る）

たんじゅうさん 14（1）：
18, 2015

本多　　彰

3. オキシステロールの高感度分析 たんじゅうさん 14（2）：
23, 2015

本多　　彰

4. 茨城県における肝炎ウイルス陽性者
発掘システムの充実化

厚生労働省　肝炎等克服
緊急対策研究事「急性感
染も含めた肝炎ウイルス
感染状況・長期経過と治
療導入対策に関する研
究」平成 26年度班長研
究協力者研究報告

松﨑　靖司，宮﨑　照雄，池上　　正，本多　　彰

B1. 持久性運動によるアセチルタウリン
の生成

国際タウリン研究会・タ
ウ リ ン リ サ ー チ 1：
33-35, 2015

宮﨑　照雄
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2. 長時間運動時の血糖低下をタウリン
投与が抑制する機序～遊離アミノ酸
を基質とした糖新生からの検討～

国際タウリン研究会・タ
ウ リ ン リ サ ー チ 1：
53-55, 2015

海老名　慧*，小峰　昇一*，大野　貴弘*，時野谷勝幸*，
石倉　恵介*，松井　　崇*，羅　　成圭*，宮﨑　照雄，
宮川　俊平*，征矢　英昭*，大森　　肇*

3. 長時間運動の持続時間と血糖レベル
の関係に及ぼすタウリン投与の影響

国際タウリン研究会・タ
ウ リ ン リ サ ー チ 1：
56-58, 2015

大森　　肇*，小峰　昇一*，三好　貴士*，松井　　崇*，
石倉　恵介*，羅　　成圭*，宮﨑　照雄，正田　純一*，
宮川　俊平*，征矢　英昭*

4. 第 14回 International Congress on Amino 
Acids, Peptides and Proteins 紀行記

国際タウリン研究会・タ
ウ リ ン リ サ ー チ 1：
66-67, 2015

宮﨑　照雄

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Serum concentrations of 3-hydroxyisobu-

tyrate and 3-hydroxy-3-methylbutyrate as 
BCAA metabolites in endurance exercise

14th International Con-
gress on Amino Acids, 
Peptides and Protein
（2015.8.3-7）Vienna

Miyazaki T,  Ishikura K*,  Honda A,  Ra SG*,  Ohmori Hi*,  
Matsuzaki Y

B1. Characteristic features of serum bile acids 
profi le in patients with non-alcoholic ste-
atohepatitis with hepatocellular carcinoma

AACR Special Confer-
ence-Metabolism and Can-
cer（2015.6.7-10）Bel-
levue, WA USA

Ikegami T,  Honda A,  Miyazaki T,  Yara S,  Matsuzaki Y

2. Retention of acetylcarnitine in chronic 
kidney disease causes insulin resistance in 
skeletal muscle

K i d n e y  We e k  2 0 1 5 
（2015.11.3-8）San Diego

Miyamoto Y,  Miyazaki T,  Honda A,  Shimohata H,  Hi-
rayama K,  Kobayashi M

3. Reduction of hepatic 27-hydroxycholes-
terol in steatohepatitis model mice with 
insulin resistance

The Liver Meeting® 2015, 
Annual Meeting of the 
American Association for 
the Study of Liver Diseases
（2 0 1 5 . 11 . 1 3-1 7）S a n 

Francisco

Yara S,  Ikegami T,  Honda A,  Miyazaki T,  Murakami M,  
Iwamoto J,  Matsuzaki Y

国内学会
A1. 持久性運動によるアセチルタウリン
の生成

第 1回国際タウリン研究
会日本部会（2015.2.21）
神戸

宮﨑　照雄，石倉　惠介*，本多　　彰，羅　　成圭*，
宮本　和宣，小峰　昇一*，宮川　俊平*，大森　　肇*，
松﨑　靖司

2. 長時間運動の持続時間と血糖レベル
の関係に及ぼすタウリン投与の影響

第 1回国際タウリン研究
会日本部会（2015.2.21）
神戸

大森　　肇*，小峰　昇一*，三好　貴士*，松井　　崇*，
石倉　恵介*，羅　　成圭*，宮﨑　照雄，正田　純一*，
宮川　俊平*，征矢　英昭*

3. 肝代謝代償能を評価する骨格筋分岐
鎖アミノ酸異化バイオマーカー

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

宮﨑　照雄，本多　　彰，松﨑　靖司

4. 原発性胆汁性肝硬変における脂質代
謝異常と胆汁うっ滞の治療による変
化

第 51回日本胆道学会学
術集会（2015.9.17）宇都
宮

本多　　彰，池上　　正，松﨑　靖司

5. 急性胆管炎患者における胆汁中オキ
システロール濃度およびその細胞生
理学的作用

第 51回日本胆道学会学
術集会（2015.9.17）宇都
宮

吉田　　正，本多　　彰，松﨑　靖司

6. NASH-HCC患者における血清胆汁酸
プロファイルの特徴

第 19回日本肝臓学会大
会，ワークショップ 12　
消化器疾患と胆汁酸－病
態・診断・治療への関わ
り－（2015.10.9）品川区

池上　　正，本多　　彰，松﨑　靖司
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B1. IgG4関連膵 ･ 胆管炎に肝機能障害を
合併した一例

第 29回県南 ･ 県西肝疾
患研究会（2015.2.4）つ
くば

村上　　昌，門馬　匡邦，小西　直樹，屋良昭一郎，
平山　　剛，岩本　淳一，齋藤　吉史，池上　　正，
本多　　彰，松﨑　靖司

2. 肝硬変患者における低侵襲的骨格筋 β
酸化マーカーの有用性

第 7回三大学交流セミ
ナー（2015.2.16）阿見

宮﨑　照雄，宮本　和宜，本多　　彰，池上　　正，
岩本　淳一，松﨑　靖司

3. 慢性腎臓病（CKD）の骨格筋糖代謝
に対する血中アセチルカルニチン
（AcCT）濃度上昇の関与

第 7回三大学交流セミ
ナー（2015.2.16）阿見

宮本　和宜，宮﨑　照雄，本多　　彰，下畑　　誉，
小林　正貴

4. 長時間運動時の血糖低下をタウリン
投与が抑制する機序～遊離アミノ酸
を基質とした糖新生からの検討～

第 1回国際タウリン研究
会日本部会（2015.2.21）
神戸

海老名　慧*，小峰　昇一*，大野　貴弘*，時野谷勝幸*，
石倉　恵介*，松井　　崇*，羅　　成圭*，宮﨑　照雄，
宮川　俊平*，征矢　英昭*，大森　　肇*

5. クローン病の膿瘍で発症した瘻孔の
治療

第 9回茨城 IBDミーティ
ング（2015.2.25）つくば

村上　　昌，岩本　淳一，門馬　匡邦，小西　直樹，
屋良昭一郎，平山　　剛，齋藤　吉史，池上　　正，
本多　　彰，松﨑　靖司

6. C型慢性肝炎患者に対する PEG-IFN/
RBV療法の効果と新規糖鎖マーカー
M2BPGiの関連

第 51回日本肝臓学会総
会（2015.5.21-22）熊本

屋良昭一郎，池上　　正，小西　直樹，門馬　匡邦，
村上　　昌，平山　　剛，齋藤　吉史，岩本　淳一，
宮﨑　照雄，本多　　彰，松﨑　靖司

7. タウリン投与による長時間運動時の
血糖維持～遊離アミノ酸を基質とし
て糖新生の検討～

第 23回日本運動生理学
会 大 会（2015.7.25-26）
世田谷区

海老名　慧*，小峰　昇一*，大野　貴弘*，時野谷勝幸*，
石倉　惠介*，松井　　崇*，羅　　成圭*，宮﨑　照雄，
宮川　俊平*，征矢　英昭*，大森　　肇*

8. 運動様式の違いによって生じる遅発性
と速発性の筋痛・筋損傷の違い～伸張
性運動とフルマラソンによる検討～

第 23回日本運動生理学
会 大 会（2015.7.25-26）
世田谷区

時野谷勝幸*，石倉　惠介*，小峰　昇一*，海老名　慧*，
羅　　成圭*，宮﨑　照雄，宮川　俊平*，大森　　肇*

9. 骨格筋 BCAA異化状態を反映するバ
リン中間代謝物 3-ハイドロキシイソ
酪酸の評価

第 70回日本体力医学会
大会（2015.9.18-20）和
歌山

宮﨑　照雄，本多　　彰，池上　　正，松﨑　靖司

10. タウリン投与による長時間運動時の
血糖維持～糖新生基質としての遊離
アミノ酸の動態を筋線維タイプ別に
検討する～

第 70回日本体力医学会
大会（2015.9.18-20）和
歌山

海老名　慧*，小峰　昇一*，大野　貴弘*，時野谷勝幸*，
石倉　惠介*，松井　　崇*，羅　　成圭*，宮﨑　照雄，
宮川　俊平*，征矢　英昭*，大森　　肇*

11. ソラフェニブにより胸腔内出血をき
たした肝細胞癌の一例

第 205回茨城内科学会
（2015.10.18）水戸

玉虫　　惇，池上　　正，小西　直樹，門馬　匡邦，
平山　　剛，村上　　昌，屋良昭一郎，岩本　淳一，
本多　　彰，古川　欣一，松﨑　靖司

12. 齧歯類におけるミュリコール酸合成
酵素の探索（その 1）

第 37 回胆汁酸研究会
（2015.11.7）横浜

本多　　彰，宮﨑　照雄，平山　　剛，宮本　和宜，
池上　　正，松﨑　靖司

13. ステロール代謝酵素 CYP27A1による
7-デヒドロコレステロール代謝産物の
同定及び核内受容体 LXRの転写活性
化能に対する影響

第 38回日本分子生物学
会年会，第 88回日本生
化学会大会 合同大会
（2015.12.1-4）神戸 

梅田（遠藤）香織*，安田　佳織*，杉田　和幸*，
本多　　彰，太田　美穂*，石川　　稔*，橋本　祐一*，
榊　　利之*，槇島　　誠*

総合救急センター

【教育】
「到 達 目 標」　医師は専門性に拘わらず，総合救急センターにおける診療と研修医の教育を行う。研修医に，基本姿勢・態度，

基本的な臨床能力（知識，技能，情報収集能力，総合判断力など）について，具体的な目標をそれぞれ到達でき
るように教育を行う。

「現 状 説 明」　平成 27年度は，卒後臨床研修医が 10名在籍であった。
「点検・評価」　1. 自己評価
　　　　　　　　 研修医手帳に症例を記入する。
　　　　　　　　 EPOCおよび事後レポートを用いて自己評価を行う。
　　　　　　　2. 指導医による評価
　　　　　　　　 EPOCおよび事後レポート等を用いて評価する。
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　　　　　　　3. 看護師による評価
　　　　　　　 　評価表を用いて評価する。
　　　　　　　4. 研修医による評価
　　　　　　　 　研修医が EPOCを用いて診療科全体（指導内容，研修環境）を評価する。
「改 善 方 策」　1）平日 8時 30分から 16時 30分まで救急隊からの患者さん収容依頼を直接受ける。
　　　　　　　2）その他，当院へ救急車等で来院される患者さんについて情報を管理する。
　　　　　　　3）来院された患者さんを拝診し，必要な検査を指示し，必要な処置を行う。
　　　　　　　4）平日 11時 30分以降，内科を時間外に受診された患者さんに対して外来診療を行う。
「目標・改善方策の達成度」　平成 27年度は，卒後臨床研修医が 10名在籍であった。
【診療】
「到 達 目 標」　①平成 28年度は救急車の受入件数 4,000台が目標
　　　　　　　②救急車の不応需件数 10%以下が目標
「現 状 説 明」　地域が当院に求めているもの，それは小児・周産期を含めた救急医療である。即ち，高齢者が多く重症度の混在

する救急患者を 24時間受入れ，トリアージし，重症度にあった適切な対応を行うことである。現存する多くの
各分野の専門医が医師の原点に戻り，総合医として救急患者を診ること，その中で，必要な患者に対しては昼夜
を問わず専門領域の知識や技能・経験を発揮し治療することに他ならない。内科系，外科系共に毎日の救急車受
入れ医師（総合救急センター担当医）を交代制で決め，かつ，各診療科に毎日の急患担当医を予め登録してもら
い，センター担当医が救急初療を行ったのち専門的な治療は該当診療科の急患担当医に引き継ぐ体制をとってい
る。時間外は内科系，外科系，脳卒中対応，CCU含む循環器内科医が直接対応を行い，重症者は ICU当直が引
き継ぎ，責任当直の元助け合いながら救急医療を行っている。

「点検・評価」　救急車受入件数は毎月掲示板に実績を掲載，不応需数は茨城県救急業務高度化推進協議会資料や当地域のMC協
議会から年 1回入手し，病院運営会議で報告している。茨城県庁には当院の救急医療全般について年 4回報告を
行っている。

「目標・改善方策の達成度」　平成 27年度の目標 4,000台に対して実績は 3,828台。
　　　　　　　不応需率（茨城県内からのもの）11.4%。

中 央 検 査 部

II.　学術論文
C1. Native valve endocarditis caused by neis-

seria elongata subsp nitroreducens
Intern Med 54（7）：853-

856, 2015
Osuka H,  Ichiki A,  Yamamoto M,  Kawahata D,  Saegusa 
Y,  Oishi T,  Okubo S,  Hitomi S*

III.　学術刊行物
B1. 平成 26年一級臨床検査士資格認定試
験を受験・合格して

日本臨床検査同学院．通
信 40（春季）：5，2015

川畑　大輔

2. 平成 26年一級臨床検査士資格認定試
験を受験・合格して

日本臨床検査同学院．通
信 40（春季）：9，2015

大塚　光一

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 感染対策実践者が答える感染対策

Q&A
第 20回茨城感染対策研
究会（2015.6.6）つくば

川畑　大輔

B1.「茨城県における輸血手順標準化への
取り組み」－輸血クリニカルパスの普
及活動－

平成 26年度茨城県合同
輸血療法委員会総会
（2015.2.28）阿見

下野　真義

2. 液状処理細胞診（LBC）法　4法の比
較検討

第 30回日本臨床細胞学
会茨城県支部学術集会
（2015.3.28）つくば

菅　　英子，柏木　淳一，宇津木　悟，大塚　光一，
福島　良明，中山　大栄，藤村　正樹，森下由紀雄

3. 肝線維化マーカー M2BPGi測定試薬
の基礎性能評価と臨床的有用性

第 64回日本医学検査学
会（2015.5.15）福岡

福島　良明，永野　貞明，大石　　毅，池上　　正
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4. 東京医科大学 3病院感染対策合同カン
ファレンスの取り組み～感染制御
ネットワーク化に向けて～

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1）つくば

井上　　勝，添田　　博，松永　宜史，渡邉　秀裕，
大石　　毅，鈴木　昌子，川畑　大輔，水野　泰孝，
早川　司子，千葉　克己，藤井　　毅，佐藤　昭裕，
山田加奈子，那須　　豊，松本　哲哉，高橋　利幸

5. ID-Systemを用いた輸血検査体制の構
築について

平成 27年度第 1回茨城
県・千葉県輸血検査研究
班合同研修会（2015.9.12）
柏

下野　真義

6. 当院で経験した全眼炎合併 Klebsiella 
pneumoniae 肝膿瘍の 2例

第 64回日本感染症学会
東日本地方会学術集会
（2015.10.21）札幌

大石　　毅，川畑　大輔，清田　育男，近澤　悠志，
宇留間友宣，渡邉　秀裕

7. 高力価の寒冷凝集素により自己血が
凝集した 1症例

第 37回茨城県臨床検査
学会（2015.11.1）つくば

福島　智子，石井　朝子，下野　真義，川村　修司，
永野　貞明

8. 関節炎症状を契機に同定し得た Heli-
cobacter cinaedi 菌血症の一例

第 37回茨城県臨床検査
学会（2015.11.1）つくば

廣瀬　彩夏，福島　智子，三枝　有希，川畑　大輔，
永野　貞明

9. 子宮ポリープ状異型腺筋腫（APAM）
の一例

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.21）
名古屋

柏木　淳一，菅　　英子，宇津木　悟，福島　良明，
洪　　建偉，森下由紀雄，藤村　正樹

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 日本臨床衛生検査技師会　実技講師 日臨技指定講習会・関甲

信支部輸血検査研修会
（2015.1.24-25）つくば

下野　真義

2. 茨城県臨床検査技師会　講師 第 1回微生物検査分野研
修会（2015.5.23）土浦

川畑　大輔

3. 日本臨床検査同学院　実技講師 微生物学検査基本技術講
習会（2015.6.13）東京

川畑　大輔

4. 日本臨床検査同学院　試験委員 臨床検査士資格認定試験
（2 級 微 生 物 学 ）
（2015.7.12）東京

川畑　大輔

5. 多摩地区医療連携強化事業補助講座　
実技講師

第 7回多摩輸血実践セミ
ナー（2015.11.7）東京

下野　真義

6. 茨城県臨床検査技師会　実技講師 第 4回輸血・移植検査分
野 研 修 会（2015.11.22）
つくば

下野　真義

7. 日本臨床衛生検査技師会　実技講師 日臨技指定講習会・関甲
信支部輸血検査研修会
（2015.12.19-20）壬生

下野　真義

8. 茨城県臨床検査技師会　実技講師 第 2回病理細胞検査分野
合同研修会（2015.12.20）
つくば

大塚　光一

放 射 線 部

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 腹部ハンズオンセミナー（初級編） 第 102回茨城県放射線技

師 会 超 音 波 研 究 会
（2015.1.24）水戸

増田　光一

2. 知ることから始まる安全管理～放射
線治療部門～

安 全 管 理 セ ミ ナ ー
（2015.3.4）阿見

圓谷　明男
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3. MRIの環境と安全 安 全 管 理 セ ミ ナ ー
（2015.6.19）阿見

海老澤達夫

4.「いま！これから！放射線治療へ携わ
る人へ」　～放射線技師の立場から～

第 10回茨城放射線腫瘍
研究会（2015.9.26）つく
ば

圓谷　明男

5. 放射線について 安 全 管 理 セ ミ ナ ー
（2015.10.23）阿見

新井　　誠

6. 読影補助と超音波検査  　必要な知識
と考え方～肝疾患から考える～

茨城県診療放射線技師会
平成 27年度第 1回読影
の補助に関する講習会
（2015.11.14）阿見

増田　光一

B1. 所見の書き方（腹部腫瘤編） 第 102回茨城県放射線技
師 会 超 音 波 研 究 会
（2015.1.24）水戸

千葉さち子，増田　光一，冨所　忠彦，松下　真嘉

2. IVIM-DWIの検討 第 24 回茨城がん学会
（2015.2.1）水戸

海老澤達夫，新井　　誠，高野　雅史，圓谷　明男，
宮内　兼義，小竹　文雄

3. 画像誘導放射線治療の最適な運用方
法の検討

第 24 回茨城がん学会
（2015.2.1）水戸

野竹　亮吾，保科　全孝，野口　真矢，圓谷　明男，
菅原　信二，新村　光子

4. 人工股関節置換術後の CT Colonogra-
phyにおける金属アーチファクト低減
画像再構成法の効果

第 71回日本放射線技術
学 会 総 会 学 術 大 会
（2015.4.17）横浜

飯泉　　均，関原　博俊，新井　　元，増田　光一，
圓谷　明男，宮内　兼義

5. MRI検査での金属に対するリスクマ
ネジメント

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）つく
ば

高野　雅史，新井　　誠，海老澤達夫，圓谷　明男，
宮内　兼義

6. 造影 CT検査に関連するアクシデント
事例をもとにした業務改善

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）つく
ば

関原　博俊，飯泉　　均，小國美恵子，松下　真嘉，
増田　光一，圓谷　明男，宮内　兼義

7. 救急時のストレッチャーにおける X
線単純撮影補助具の作製

第 39回茨城県救急医学
会（2015.9.12）つくば

高梨　将大，阿久津奈緒，坂井　朋夫，安掛　武一，
冨所　忠彦，圓谷　明男，宮内　兼義

8. 甲状腺腫瘍の 1例 第 107回茨城県放射線技
師 会 超 音 波 研 究 会
（2015.10.21）水戸

千葉さち子，増田　光一，冨所　忠彦，松下　真嘉

9. PACS導入に伴う超音波レポーティン
グシステムの構築

第 31回日本診療放射線
技 師 会 学 術 大 会
（2015.11.22）京都

松下　真嘉，増田　光一，圓谷　明男，宮内　兼義

10. 画像誘導放射線治療（IGRT）におけ
る画像照合精度検証

第 31回日本診療放射線
技 師 会 学 術 大 会
（2015.11.22）京都

野口　真矢，保科　全孝，海老澤達夫，野竹　亮吾，
圓谷　明男，宮内　兼義，菅原　信二

内 視 鏡 部

【教育】
「到 達 目 標」　初期研修医，後期研修医が内視鏡への理解を深めること。
「現 状 説 明」　初期研修医，後期研修医が内視鏡カンファランスで多くの症例を経験している。
「点検・評価」　質問形式にして研修医の理解度を評価する。
「改 善 方 策」　経験が少ない症例や領域に関してはクルズスを行う。
【研究】
「到 達 目 標」　内視鏡領域の臨床データを蓄積して，臨床研究を行う。
「現 状 説 明」　内視鏡診断・治療に関する臨床研究が行われている。
「点検・評価」　学会・研究会活動にて報告を積極的に行う。
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「改 善 方 策」　各症例を無駄にしないように症例をまとめていく。
【診療】
「到 達 目 標」　質の高い内視鏡診療を行う。
「現 状 説 明」　質の高い内視鏡診療を行えている。
「点検・評価」　学会，研究会等で報告する。
「改 善 方 策」　年ごとに実績を再評価する。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域住民に対しての消化器疾患の啓豪活動を行う。
「現 状 説 明」　年数回地域住民に対しての消化器疾患の啓豪活動を行っている。
「点検・評価」　検診の受診率や，地域住民が的確に受診されているかを評価を行う。
「改 善 方 策」　診断が遅れた症例等を再評価を行う。

I.　著書
1. 気道食道異物摘出マニュアル　7.成人
気管・気管支異物－呼吸器外科での摘
出の実際－

金原出版（株），気道食
道異物摘出マニュアル
137-150, 2015

古川　欣也，日本気管食道科学会　編

II.　学術論文
B1. 内視鏡下手術　プロの技 気管・気管
分岐部病変に対する気管支鏡下拡張
手技とステント留置術（解説）

日本気管食道科学会会報 
66（2）：92-94, 2015

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，齋藤　　誠，
池田　徳彦

C1. 著明な出血をきたし転移性胃腫瘍の
一例

Progress of Digestive 
Endoscopy 86（1）：140-

141, 2015

門馬　匡邦，岩本　淳一，小西　直樹，村上　　昌，
屋良昭一郎，伊藤　真典，平山　　剛，齋藤　吉史，
池上　　正，本多　　彰，松﨑　靖司

2. Custom-made Dumon Yステントで食
道気管瘻を閉鎖したヘルペス食道炎
の 1例

気 管 支 学 37（6）：660-

665, 2015
今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，齋藤　　誠，
池田　徳彦

III.　学術刊行物
A1. 薬物性消化管傷害 Medicina 52（7）：1201-

1204, 2015
溝上　裕士，岩本　淳一

2. 癌領域における光線力学的療法の可
能性を求めて（座談会）

メディカルレビュー社，
Pharma Medica 33（2）：
104-109, 2015

加藤　治文，古川　欣也，伊関　　洋

3. 硬性気管支鏡の挿入と操作のコツ 南江堂，胸部外科 68
（11）：894

古川　欣也

4. 新たな気道ステント留置について　
適応と限界（座談会）

一般社団法人　呼吸研究
34（2）：133-142, 2015

宮澤　輝臣，岩崎　昭憲，沖　　昌英，古川　欣也

B1. 第 6回　日本ブラキスピラ学会学術集
会報告

B r a c h y s p i r a  3 8（7）：
38-41, 2015

岩本　淳一

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 炎症性腸疾患の最近の話題－当院で
の治療成績を含めて－

第 3回土浦臨床研究会
（2015.1.29）土浦

岩本　淳一

2. 硬性気管支鏡挿入手技とアルゴンプ
ラズマ凝固法

第 7回呼吸器インターベ
ンション動物セミナー
（2015.1.30）神奈川

古川　欣也

3. 硬性気管支鏡 第 7回呼吸器インターベ
ンション動物セミナー
（2015. 1.31）神奈川

古川　欣也
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4. 硬性気管支鏡下ステント留置術のコ
ツとピットフォール

第 22回気管支鏡専門医
大会（2015.2.14）長崎

古川　欣也

5. UCの治療戦略　IFXの Best useを考
える

第 1 回 The seminar on 
Infl iximab in Kita Kanto
（2015.3.21）さいたま

岩本　淳一

6. インフリキシマブ治療の実際 第 2回 IBD治療を考え
る会 in鹿行（2015.3.27）
鹿嶋

岩本　淳一

7. 抗血栓薬による消化管傷害について 稲敷医師会学術集会
（2015.5.26）稲敷

岩本　淳一

8. 中枢気道狭窄の対処法－硬性気管支
鏡下手技を中心に－

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

古川　欣也

9. ハンズオンセミナー（硬性気管支鏡手
技）

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

古川　欣也

10. 炎症性腸疾患の治療の現状について 第 48回取手消化器研究
会（2015.6.24）取手

岩本　淳一

11. 抗血栓薬による薬剤障害の現状と対
策

第 1回鹿嶋神栖地域病診
連携勉強会（2015.7.15）
鹿嶋

岩本　淳一

12. 中枢気道病変に対する気管支鏡下高
周波・マイクロ波凝固療法の有用性と
その使用方法

第 34回Microwave 研究
会（2015.9.12）東京

古川　欣也，雨宮　亮介，今井健太郎，名和　公敏，
加藤　靖文

13. ピロリ菌起因性・薬剤性消化管傷害を
中心とした酸関連疾患の話題

第 4回土浦消化器臨床懇
話会（2015.9.15）土浦

岩本　淳一

14. 気道ステントによる食道気管・気管支
廔閉鎖術－呼吸器外科の立場から－

第 67回日本気管食道科
学会総会ならびに学術講
演会（2015.11.19）福島

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，雨宮　亮介，
名和　公敏，加藤　靖文

B1. Brachyspira  aalborgi  感染を合併した
潰瘍性大腸炎症例の検討

第 11回消化管学会総学
術集会（2015.2.13）新宿
区

岩本　淳一，緒方　　衝，足立　吉數，松崎　靖司

2. クローン病の膿瘍で発症した瘻孔の
治療

第 9回　茨城 IBDミー
ティング（2015.2.25）つ
くば

村上　　昌，岩本　淳一，門馬　匡邦，小西　直樹，
屋良昭一郎，平山　　剛，齋藤　吉史，池上　　正，
本多　　彰，松﨑　靖司

3. 当院における PH依存形 5ASA製剤の
治療成績について

潰瘍性大腸炎の最新治療
を考える会（2015.3.11）
つくば

岩本　淳一

4. 著明な CEA 高値を呈した Aiiergic 
bronchopulmonary mycosis（ABPM）の
1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

中村　博幸，菊池　亮太，仙波征太郎，宇留間友宣，
辻　　隆夫，伊藤　昌之，岸　　厚次，渡邉　秀裕，
渡辺　　治，橋本　俊夫

5. 気道気管廔に対して特注 Dumon-Y 
stentで廔孔閉鎖し経口摂取可能と
なったヘルペス食道炎の 1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

今井健太郎，古川　欣也，大森　智一，斎藤　　誠，
池田　徳彦

6. 気管支鏡下高周波スネアにより早期
診断し得た，肺アスペルギルス症合併
肺癌の一例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.12）東京

坂庭　信行，奥仲　哲弥*，古川　欣也，須藤　英一*，
永田　泰自*，池田　徳彦

7. 肺癌に対する外来 PDTの安全性 第 25回日本光線力学学
会学術講演会（2015.7.10）
東京

大谷　圭志，前原　幸夫，工藤　勇人，小野祥太郎，
大澤潤一郎，垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，
古川　欣也，奥仲　哲弥*，加藤　治文，池田　徳彦
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8. 肺葉切除を伴わない分岐部 Deep 
Wedge切除再建術と吻合部狭窄に対す
る Temporary Stentingの 1例

第 4回茨城呼吸器外科手
術研究会（2015.7.25）つ
くば

古川　欣也，今井健太郎，大森　智一，雨宮　亮介，
名和　公敏，加藤　靖文

9. ヘルペス食道炎による食道気管瘻を
Custom-made Dumon Y ステントで閉
鎖した 1例

第 20回呼吸器インター
ベンション研究会

雨宮　亮介，今井健太郎，大森　智一，名和　公敏，
加藤　靖文，古川　欣也

10. 開胸手術を回避しえた左上葉支嵌頓
クラウンの 1例

第 154回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.9.19）東京

名和　公敏，雨宮　亮介，加藤　靖文，古川　欣也

11. 開胸手術を回避しえた左上葉支嵌頓
クラウンの 1例

第 154回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.9.19）東京

名和　公敏，雨宮　亮介，加藤　靖文，古川　欣也

12. 光線力学的治療法と胸腔鏡下手術で
治療した喀痰細胞診 D1判定異時性多
発早期肺癌の治療経験

第 29回関東臨床細胞学
会学術集会（2015.9.26）
つくば

雨宮　亮介，古川　欣也，名和　公敏，加藤　靖文，
大森　智一，今井健太郎，洪　　建偉，松本　暢彦，
森下由紀雄

13. 末梢肺癌に対する PDTに向けた各種
レーザープローブの比較検討

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
宇都宮

大谷　圭志，前原　幸夫，工藤　勇人，小野祥太郎，
古川　欣也，奥仲　哲弥*，荒井　恒憲*，加藤　治文，
池田　徳彦

14. PDT施行 1年後の異時性病変に対し
て胸腔鏡下肺葉切除を施行した多発
早期肺癌の治療経験

第 36回日本レーザー医
学 会 総 会（2015.10.25）
宇都宮

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，大森　智一，
今井健太郎，森下由紀雄，古川　欣也

15. 中枢気道狭窄に対し Aero StentTMを留
置した 2例の経験

第 155回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.12.5）東京

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，古川　欣也

16. 中枢気道狭窄に対し Aero StentTMを留
置した 2例の経験

第 155回日本呼吸器内視
鏡 学 会 関 東 支 部 会
（2015.12.5）東京

雨宮　亮介，名和　公敏，加藤　靖文，古川　欣也

臨 床 工 学 部

【教育】
「到 達 目 標」　業務に偏り，技術差が無く業務を行える。
「現 状 説 明」　透析室業務，CEセンター業務を基本 1週間でローテーションしている。
「点検・評価」　少しずつではあるがローテーションの効果が出てきている。
「改 善 方 策」　ローテーション以外にも各スタッフが責任を持って業務を行うよう意識付けを行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　ローテーションは行えているが目標は達成されていない。
【研究】
「到 達 目 標」　部署で年間 1題の発表を行う。
「現 状 説 明」　現在は年間 1題の発表は行えている。
「点検・評価」　発表を行う人が決まってしまっている。
「改 善 方 策」　グループ分けを行って，グループで 1題の発表を行う。
「目標・改善方策の達成度」　グループ分けが行えず，目標は達成されていない。

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 当院における腹水濾過濃縮再静注法
の工夫

第 25回日本臨床工学会
（2015.5.23-24）福岡

梅園　直樹，長谷川明宏，佐京　　龍，宮﨑　綾香，
根本　義章，土谷　周平，柳澤　智美，髙橋　大介，
仲本　敏之，石垣　貴士
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睡眠呼吸障害センター

【教育】
「到 達 目 標」　睡眠時無呼吸症候群の検査である終夜睡眠ポリソムノグラフィを見学して体験学習させる。
「現 状 説 明」　茨城医療センターをラウンドした学生には終夜睡眠ポリソムノグラフィを見学する機会は用意されているが，見

学するか否かは本人の希望に任せている。
「点検・評価」　現状においては夜間の検査見学の希望者は少ない。
「改 善 方 策」　夜間～夜中の見学が難しければ，外来での CPAP導入を見学させる。
「目標・改善方策の達成度」　学生に終夜睡眠ポリソムノグラフィを体験学習させるという目標は達成されていない。
【研究】
「到 達 目 標」　睡眠時無呼吸症候群に関する研究を行い，学会に参加し，論文を公表する。
「現 状 説 明」　呼吸器内科と耳鼻科の兼任スタッフであり。当センターとして独自に行う研究活動は乏しい。
「点検・評価」　睡眠時無呼吸症候群に伴う高 CO2血症の肥満への影響に関する基礎研究についての論文をまとめ，学会誌に投

稿したところであるが，受理までには至っていない。
「改 善 方 策」　28年度中の投稿論文の受理を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　研究活動，学会参加の目標は達成されていない。
【診療】
「到 達 目 標」　茨城県における睡眠時無呼吸症候群の診療の中核病院としての機能を果たす。
「現 状 説 明」　茨城県全域からの紹介患者を受け，睡眠時無呼吸症候群の診断と治療を行っている。
「点検・評価」　終夜睡眠ポリソムノグラフィの検査入院数，外来患者数ともほぼ例年並みである。
「改 善 方 策」　担当医師の退職により外来患者数が一時減少したが，その後，紹介初診患者は増加に転じており，CPAP治療を

継続する再診患者数も一定数を維持している。
「目標・改善方策の達成度」　茨城県全域からの紹介患者を受けており，茨城県における中核病院としての機能は果たしている。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　睡眠時無呼吸症候群の診療を開業医と連携して行う。
「現 状 説 明」　開業医および検診センターにおける睡眠時無呼吸症候群の疑い症例の拾い上げ，当院での精密検査と CPAP導入，

当院または開業医での治療継続という医療連携が行われている。
「点検・評価」　初診患者のほとんどが開業医からの紹介であり，当院で CPAP導入後の逆紹介も多く，積極的な医療連携が行わ

れている。
「改 善 方 策」　睡眠時無呼吸症候群の診療における開業医との連携体制を今後も継続する。
「目標・改善方策の達成度」　睡眠時無呼吸症候群の診療における医療連携は，積極的に行われていると思われる。

栄 養 管 理 科

【教育】
「到 達 目 標」　栄養管理科の業務内容について理解をするとともに，栄養管理科会議・朝礼などにおいて職員教育を一歩一歩押

し上げていくこと。
「現 状 説 明」　栄養管理科会議・朝礼などにおいて「衛生管理」などの教育や確認がなされている。
「点検・評価」　栄養管理科会議・朝礼などの内容は掲示や資料配布によって周知されている。
「改 善 方 策」　栄養管理科会議・朝礼などで話し合いの時間確保をしていくこと。
「目標・改善方策の達成度」　栄養管理科会議　1回 /月（昼休み時間），朝礼　1回 /日（10：30）確保している。
【研究】
「到 達 目 標」　業務の中から研究課題を見付けること。
「現 状 説 明」　研究課題はあるが，発表等に結びついていない。
「点検・評価」　研究発表の場を設けていない。
「改 善 方 策」　研究発表することに意欲的に取り組むこと。
「目標・改善方策の達成度」　研究発表がなされていない。
【診療】
「到 達 目 標」　栄養管理業務をより充実したものにすること。
「現 状 説 明」　NST等チーム医療を協同で実施している。栄養食事指導による患者教育に意欲的である。
「点検・評価」　各病棟において栄養管理をしている，栄養食事指導を入院・外来において実施している。
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「改 善 方 策」　病棟での業務時間の確保および各診療科へ栄養食事指導依頼の働きかけをしていく。
「目標・改善方策の達成度」　病棟での業務時間を確保した。（2回 /日：10：00　15：00病棟業務）
　　　　　　　栄養食事指導は「糖尿病」が主であったが，心不全カンファレンスを通して「心疾患」の栄養食事指導がほぼルー

チンとなった。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　「街の保健室」等へ参加していくこと。
「現 状 説 明」　「街の保健室」「インターンシップ」や病棟の勉強会，安全管理室のセミナーに協力している。
「点検・評価」　「街の保健室」「インターンシップ」や病棟の勉強会，安全管理室のセミナーに協力し，評価を得ている。
「改 善 方 策」　「街の保健室」「インターンシップ」や病棟の勉強会，安全管理室のセミナー等に協力し，栄養教育の場をひろげ

ていく。
「目標・改善方策の達成度」　「街の保健室」「インターンシップ」や病棟の勉強会，安全管理室のセミナー等に積極的に参加がで

きた。

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 肝臓病患者さんの栄養療法 第 15 回 肝 臓 病 教 室

（2015.11.21）東京医科大
学茨城医療センター

寺門　範子

化学療法センター

【教育】
「到 達 目 標」　化学療法施行患者の副作用とその軽減に関する研究。
「現 状 説 明」　化学療法センターにおいて副作用のデータ集積を行っている。茨城癌学会での発表を行っている。乳腺科，呼吸

器外科，消化器内科などでの学会発表が行われている。
「点検・評価」　地方会・国内学会での発表を行った。全体に発表数が少ない。
「改 善 方 策」　データの集積により，積極的に学会発表していく。
「目標・改善方策の達成度」　徐々に学会発表や論文発表が増えてきた。目標の約 50%を達成した。
【研究】
「到 達 目 標」　化学療法施行患者の副作用とその軽減に関する研究。
「現 状 説 明」　化学療法センターにおいて副作用のデータ集積を行っている。茨城癌学会での発表を行っている。乳腺科，呼吸

器外科，消化器内科などでの学会発表が行われている。
「点検・評価」　地方会・国内学会での発表を行った。全体に発表数が少ない。
「改 善 方 策」　データの集積により，積極的に学会発表していく。
「目標・改善方策の達成度」　徐々に学会発表や論文発表が増えてきた。目標の約 50%を達成した。
【診療】
「到 達 目 標」　安全な外来化学療法の施行。患者指導による入院化学療法から外来化学療法へのスムーズな移行。
「現 状 説 明」　毎月，化学療法委員会を開催し，リスクマネージメント，レジメン検討を行っている。
「点検・評価」　外来化学療法施行患者数が月の述べ患者数が，180件ほどに増加した。
「改 善 方 策」　地域がん診療拠点病院としての役割を果たす事により，病院として癌患者数の増加を図っていく。
「目標・改善方策の達成度」　毎月の化学療法委員会により外来化学療法および入院化学療法に関しても検討している。入院から

外来への移行に関しては，専門看護師によるオリエンテーションがなされている。また，地域がん拠点病院研修
会を年 4回ほど共催している。目標達成度 70%ほどと考える。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　県南地域および鹿行地域の癌化学療法治療の中核的診療体制を築く。
「現 状 説 明」　地域がん拠点病院研修会や化学療法勉強会などを年 4回以上開催している。
「点検・評価」　地域開業医との癌患者の病診連携不足。
「改 善 方 策」　診療連携パスの構築，がん研修会の開催を増やす。市民公開講座でのがんに関する講演を増やす。
「目標・改善方策の達成度」　地域医療施設とのがん診療連携パスを開始したが，まだ数が少ない。目標達成度 40%程度と考える。
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Minority exon 19 deletions also have 

major response of EGFR tyrosine kinase 
inhibitors in non-small cell lung cancer

16th World Conference on 
Lung Cancer Denver
（2015.9.8）USA 

Nakajima E,  Sugita M*,  Furukawa K,  Miura H,  Taka-
hashi H,  Ikeda N,  Hirsch FR*,  Franklin WA*

国内学会
B1. 制吐剤ガイドライン遵守率調査 第 34回地域がん拠点病

院研修会
櫻井規光子

2. 依存疾患を有する乳がん患者に対す
る抗がん剤治療時の制吐支持療法の
工夫

第 48回茨城乳腺疾患研
究会（2015.6.13）日立

近藤　亮一，久松明貴子*，藤森　　実

3. チーム医療における乳がん看護認定
看護師の役割－乳がん患者のがん告
知時から治療開始時期の思いを支え
る看護－

第 48回茨城乳腺疾患研
究会（2015.6.13）日立

久松明貴子*，近藤　亮一，花香　淳一*，高橋　奈央*，
浅野由貴子*，鷹巣　　香*，藤森　　実

4. エベロリムス投与によりワルファリ
ンコントロール不良となった進行乳
癌の治療経験

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

越川佳代子，西村　　基，藤田　知之，近藤　亮一，
藤森　　実

5. ステロイド不耐性患者に対する化学
療法中の制吐支持療法の評価

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.3）東京

花香　淳一*，近藤　亮一，久松明貴子*，藤森　　実

6. 外来がん化学療法での薬剤部の患者
指導実施に向けて

第 3回東京医科大学 3
キャンパス薬物療法研究
会（2015.9.5）新宿

秋本　光信

7. 外来化学療法における悪心・嘔吐対策
の現状分析

第 16回医療マネジメン
ト学会学術集会茨城支部
会（2015.9.6）つくば

櫻井規光子，戸田　香織，塩津　恵美，岩本　淳一，
古川　欣也

8. 外来化学療法におけるジーラスタの
使用経験

協和発酵キリン社内研修
会（2015.10.15）土浦

西村　　基

9. ハラヴェンの使用経験 エーザイ実践研修会
（2015.11.10）つくば

西村　　基

10. ファーストライン erlotinib：体表面積，
減量と生存に関する検討

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

稲垣　雅春*，橋本　俊夫*，菊池　教大*，野村　明広*，
尾形　朋之*，本間　晋介*，籠橋　克紀*，中村　博幸，
宮崎　邦彦*，佐藤　浩昭*，古川　欣也

11. 茨城県における非小細胞肺癌に対す
る TS-1投与の現況

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.28）横
浜

大久保初美*，鏑木　孝之*，齋藤　武文*，市村　秀夫*，
遠藤　健夫*，酒井　光昭*，檜澤　伸之*，山本　祐介*，
児玉　孝秀*，岸　　厚次*，栗島　浩一*，佐藤　浩昭*，
古川　欣也

緩 和 医 療 部

【診療】
「到 達 目 標」　地域がん診療拠点病院の診療活動の一環として，がん患者・家族の身体的苦痛のみならず，精神的，社会的，あ

るいはスピリチュアルな側面も含めた全人的苦痛の緩和をめざす。
「現 状 説 明」　緩和ケアチームを中心に入院患者に対して，コンサルテーション診療を行なっている。外来患者に対しては，週

に 1回の緩和ケア専門外来にて対応している。
「点検・評価」　スタッフの人員の制約があり，コンサルテーション診療が基本である。
「改 善 方 策」　限られたスタッフで，院内，院外のコンサルテーションに柔軟に対応するように最善を尽くす。
「目標・改善方策の達成度」　今後も「到達目標」の達成に，更なる努力を要する。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域がん診療拠点病院として，緩和ケア研修会の開催を行なう。
「現 状 説 明」　年に 1 回，茨城県と日本緩和医療学会の協力のもとに，緩和ケア研修会を開催している。

16122039_03茨城.indd   622 2017/03/15   17:18:18



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 623S

「点検・評価」　平成 20 年から年に 1 回の開催実績がある。
「改 善 方 策」　現状では特になし。
「目標・改善方策の達成度」　達成度は十分と考える。

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 茨城県緩和ケア研修会

（2015.9.19-20）東京医科
大学茨城医療センター

卒後臨床研修センター

【教育】
「到 達 目 標」　当院の研修目標は，｢よき臨床医として広く国民と社会に貢献するために，高い人間性，教養・協調性を涵養す

るとともに充分な知識と技能を修練する。その過程において情熱をもって生涯取り組むことのできるキャリアの
基盤を形成する｣ である。研修医全員がこの目標を円滑に達成するために必要な支援体制を構築することが，卒
後臨床研修センターの目標である。

「現 状 説 明」　平成 27年 4月より 6名の初期研修医を迎えることができた。平成 26年採用の 2年次研修医 4名で 10名体制となっ
た。

「点検・評価」　1年 4ヶ月の研修医不在期間を超え，臨床研修病院としての体裁をとることができた。平成 28年度研修医採用
定員は 6名から 8名に増員する許可を頂いたものの，マッチ者は 6名に留まった。初期研修医は全員本学卒業生
となった。学生教育から初期研修にどのように結びつけるか ?，他学出身者にどのようにアピールするか ?が今
後の課題である。

「改 善 方 策」　安定的に研修医を確保するために，今後も持続的に研修環境と研修プログラムを見直していく方針である。茨城
県地域枠修学生用に茨城県の指定する医師不足地域の教育病院との襷掛けプログラムを設定する予定である。平
成 29年度より開始が予定されている新専門医制度に於いて，専攻医を確保していくことも重要な課題である。
内科領域では基幹型施設の要件を満たしており，茨城医療センター内科専門医プログラムを申請する予定である。

「目標・改善方策の達成度」　今年度の目標は達成された。

看 護 部

【教育】
「到 達 目 標」　対象のニーズに沿った質の高いケアを提供するために必要な知識・技術・態度の向上を図る
「現 状 説 明」　自ら考え行動できる看護師育成を目指し，一部研修にシミュレーションを導入した。また，研修内に選択式研修

を導入し，より個人のニーズに合わせた研修参加が可能なスタイルへと変更した。看護部院内研修（新人研修含
む）は 112回開催し，延べ 3,303名が参加し自己研鑽に努めた。前年度に比べ研修参加延べ人数は増加している
ものの，ラダーステップ条件クリア率および研修参加率に関しては差が見られている。

「点検・評価」　研修評価においては昨年同様に担当者評価と管理者評価の 2段階評価を行い研修の妥当性を評価している。検討
および改善すべき事項に関しては委員会で協議し，迅速に対応し，更なる研修の質向上を目指している。また，
集合教育と OJTとの連携強化に関しては継続した課題である。

「改 善 方 策」　シミュレーション教育導入に向けインストラクターの育成研修への参加。
　　　　　　　エキスパート研修（指導係・認定・主任・管理者対象）についてはキャリア目標の達成に向け選択式研修から役

割に応じた回数の義務付け。
　　　　　　　個人が有効に研修に参加できる環境作り。
「目標・改善方策の達成度」　臨床を再現した状況の中で学ぶシミュレーションを導入したことは，臨床現場に即した効果的な集

合教育であり臨床実践の強化を促進できた。よってシミュレーションを取り入れた新人研修に関しては集合教育
と OJTとの連携強化を図ることに繋がったため今年度の目標はほぼ達成とする。

【研究】
「到 達 目 標」　専門職業人としての自己知識・技術を高め，看護への科学的追及を行う能力を養う
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「現 状 説 明」　看護部実践能力指標に基づいた基礎的看護研究への取り組みにおいては，ラダー II研修（おおよそ卒後 3年目）
対象者に対し外部講師を招き 1年間をかけて指導を行っている。その成果は翌年の「卒後 3年目研究発表会」で
発表され看護研究の基礎知識と情報の共有を図ることに繋がった。（11演題）また，各部署においては継続して
看護研究を実施しており看護研究発表会を開催し発表の機会を設けている。（16演題）更に学会では 33演題を
発表し研鑽に努めている。指導にあたる管理者育成については学会等への参加を促し研鑽できるよう働きかけを
行っている。

「点検・評価」　研究発表会の機会を持つことで知識の共有や看護研究について学ぶ機会ができ自己研鑽に繋がっている。また，
アンケートから「他部署の取り組みを取り入れてみたい」等の意見があることから，看護研究成果を共有し日頃
の看護業務に活かすことで看護実践への還元にも繋がっている。

「改 善 方 策」　研究活動や発表機会の継続的企画。
　　　　　　　指導にあたる管理者の育成。（学会および研修に参加し，広く研究についての見識を養う）
「目標・改善方策の達成度」　研究指導における管理者育成に関しては，自己研鑽はもとより各学会への参加を促し指導力の向上

を目指しているが指導体制の整備においては継続課題とする。よって今年度目標は一部達成とする。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域に暮らす人々とのふれあいを深め，健康の保持増進に努める
「現 状 説 明」　「街の保健室」を阿見町・美浦村・江戸崎町で継続開催している。季節や話題に沿ったパンフレットを配布し健

康相談を実施。また茨城県看護協会地区会主催の「まちの保健室」にも参加し，活動の幅を広げている。
　　　　　　　地域の小学生と保護者を対象とした「いのちの教育」は，劇や疑似体験を通し生命の誕生の仕組みと命の大切さ

を伝える活動をしている。
　　　　　　　「市民公開講座」では，疾病予防・健康の保持増進に繋がる情報提供の場として開催している。
「点検・評価」　「街の保健室」は阿見町で 12回 /年，美浦村・江戸崎町で各 1回 /年実施。また茨城県看護協会地区活動では，

竜ケ崎で 6回 /年実施した。活動場所が広がり，定期的に開催する「街の保健室」を心待ちにしてくれている。
小学校で開催している「いのちの教育」は 2回 /年実施。特に保護者から命の誕生や大切さについて，親子で話
す良い機会となったと好評を得ている。「市民公開講座」は 3～4回 /年実施。医師や認定看護師の説明は専門的
な内容がわかりやすいという意見や，診察室では聞けないことも質問できると評価されている。

「改 善 方 策」　活動回数・場所の検討及びタイムリーな情報提供の在り方を検討する。
「目標・改善方策の達成度」　「街の保健室」は地域の広報活動もあり，月平均 50名の参加を得られ，開催回数も増加，活動地域

も 4か所での実施となった。「いのちの教育」は地域への広報を含め 3回 /年の開催に取り組みたい。

III.　学術刊行物
B1. PART2ドレーンに触れる機会が増え
てくる
経鼻胃チューブ
尿道留置カテーテル

学研メディカル秀潤社，
ドレーン管理デビューは
じめてでもできる　すぐ
できる　すぐ動ける，
76-80, 2015
92-97

石塚かつ子

2. 行動変容につながる「すごい魔法の言
葉」と言ってはいけない「キケンな言
葉」

メディカ出版，糖尿病ケ
ア 12（5）：60-67, 2015

平岡　美紀

3. A single-center, prospective, randomized, 
open-label, clinical trial of ceramide 
2-containing hydrocolloid dressings ver-
sus polyurethane fi lm dressings for pres-
sure ulcer prevention in high-risk surgical 
patients

Dovepress, Chronic Wound 
Care Management and 
Research, 171-179, 2015

Kohta M,  Sakamoto K,  Kawachi Y,  Oh-i T

4. Polyurethane fi lm dressings and ceramide 
2-containing hydrocolloid dressing reduce 
the risk of pressure ulcer development in 
high-risk patients undergoing surgery：a 
matched case-control study

Dovepress, Chronic Wound 
Care Management and 
Research, 23-30, 2015

Kohta M,  Sakamoto K,  Oh-i T
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 外来化学療法における副作用スク
リーニング用紙の検討

第 24 回茨城がん学会
（2015.2.1）茨城

戸田　香織，櫻井規光子，塩津　恵美，古川　欣也，
岩本　淳一

2. 看取りのパンフレット導入後の看護
ケア内容の変化

第 24 回茨城がん学会
（2015.2.1）茨城

笹川　麻衣，濱田めぐみ，大野友里恵，原　　実里，
伊藤　茉莉，渡邉　智明，三上　淑子

3. クリティカル領域における家族看護
の実態

第 42回日本集中治療医
学 学 会 学 術 集 会
（2015.2.11）東京

塚原　　恵，斎藤真季子，高階　織恵，若林　奈美，
斎田　健一，栗山千愛里

4. A病院における脳卒中地域連携パスの
現状～参加 1年目のバリアンス分析結
果～

第 40回日本脳卒中学会
総会（2015.3.28）広島

坂口　　淳，額賀　大輔，新橋　久美，糸賀　博美，
島田　淳子，関川　節子，岩崎美智留，飯田みち子

5. SMBG指導における血液必要量モデ
ルの作成～患者指導の現状から～

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.5.29）茨城

黒川　瑞恵，岡野　愛美，小田めぐみ，千葉　舞衣，
野口　友香，矢野　仁美，飯島　佳代，渡邉ひと美

6. 急性期における家族看護の考察～家
族連絡用紙の現状調査から～

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.5.29）茨城

山本八寿仁，斎藤真季子，斎田　健一，栗山千愛里

7. ストーマ装具選択フローチャートの
有効性の検証－術後早期からの装具
選択に向けて－

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.5.29）茨城

猪野　英美，飯田真知子，丸谷　由希，松田　淑子，
上杉真由美，根本　幸代

8. 情報共有の充実に向けた穿刺マップ
改良への取り組み

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.5.29）茨城

阿部　智恵，橋本　美嘉，伊藤のぞみ，松田　紀子，
小野寺美和，渡邉美奈子

9. 感染対策実施指導後の遵守率向上と
その効果

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.5.29）茨城

水見　幸代，永渕　加奈，宮内　梨沙，須加野ちづる，
佐々木里菜，豊崎　夏子，飯田　洋一，鈴木　昌子，
松延　　明

10. 手指衛生の認識と行動にずれを及ぼ
す要因

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.5.29）茨城

永山　和花，奈須理恵子，瀬谷　知美，菊田　奈月，
額賀　大輔，岩崎美智留，関川　節子，飯田みち子

11. 看護師のフォルテオ注射指導の統一
に向けて

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.6.5）茨城

佐々木駿也，小沼あずさ，坂上　可奈，鈴木　佑望，
滑川　　恵，小西　彩香，中村　千種，菊地　康久

12. ターミナルケアカンファレンス導入
による看護師のストレスの変化

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.6.5）茨城

角田　愛子，國分　愛里，冨司　真衣，岩岡　優子，
渡邉　智明，三上　淑子

13. リハビリテーション病棟患者の転倒
転落に関する看護師要因の調査

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.6.5）茨城

大山　姫花，二瓶　正子，片倉　恭子，藤井まさ子，
久松まゆみ

14. 手術室看護師のストレス実態調査 卒後 3年目看護研究発表
会（2015.6.5）茨城

鈴木　　恵，圓城寺容子，菅藤　泰子，池田　康幸，
吉田やよい

15. 嚥下評価基準表を用いた食事介助の
検討

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.6.5）茨城

本澤由美子，高橋　李奈，滝田　幸子，田宮　綾子，
高橋　淑恵，岩坂　有紀，永作智加子，柏﨑　恵子

16. 小児の持続点滴施行中のシーネ固定
による発赤発生の要因調査

卒後 3年目看護研究発表
会（2015.6.5）茨城

岩淵　梨紗，村上　美薫，泉　　恵子，根本　裕美，
千葉華奈子，小林　俊江

17. 集中治療領域における適正な医療廃
棄物分別への取り組み

第 17回日本医療マネジ
メント学会学術総会
（2015.6.12）大阪

遠藤　光世，安部　叔恵，矢口　　純，小關麻衣子，
内海　優哉，鈴木　昌子，斎田　健一，栗山千愛里

18. ストーマ管理における新規チェック
リストの効果

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

国府田美穂，宮本眞由美，関原瑠璃子，伊豆　未来，
坂本かず美，上杉真由美，根本　幸代

19. 地域包括ケア病棟における課題～在
宅への復帰支援に向けて～

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

服部　昭子，鈴木カツ子，島袋かつよ，嶋貫　陽子，
市村すみ子，藤井まさ子，富川　聡美，久松まゆみ

20. A病棟における退院支援の現状と課題 第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

宮本　　舞，佐々木　舞，佐藤　淳子，伊藤　　栞，
鈴木　晴香，額賀　大輔，岩崎美智留，関川　節子，
飯田みち子

21. 在宅酸素導入する患者への退院指導
に向けた取り組み

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

川口　美紀，多田知香子，大橋亜優美，柴田　綾香，
相原　麻由，小野塚里奈，岩坂　有紀，永作智加子，
柏﨑　恵子
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22. 男性看護師の職場環境における職務
満足について

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

横堀理恵子，佐藤　優希，沖山　早苗，野澤香奈子，
斎田　健一，栗山千愛里

23. A病棟における「5S活動」の現状と
改善への介入

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

中山彩友美，鈴木　愛美，吉田　麻里，井上　和美，
中村　千種，菊地　康久

24. 個別 NO残業デーによる時間外勤務に
対する意識の変化

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

嘉陽田あゆみ，岩岡　優子，廣瀬あつ子，柴田ひとみ，
平野　凪沙，渡邉　智明，三上　淑子

25. 透析センターにおける患者参加型災
害訓練の実施の効果と課題

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

黒田　茂男，木村真理子，池田　恵美，林原　万理，
浅野　秀夫，小野寺美和，渡邉美奈子

26. A病棟スタッフの NCPR（新生児蘇生
法）取得に関する効果と課題

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

柴田　雅美，松田　葉子，矢部満里奈，根本　裕美，
千葉華奈子，小林　俊江

27. 看護師が持つ人格特性と自己効力感
の関連

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

高橋　　彩，柴野　優子，倉持　美紀，今野　恵里，
飯田　洋一，豊崎　夏子，松延　　明

28. 外来の患者・家族指導の現状と課題に
ついて

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

中村　千穂，石田　優子，岡野　信子，鈴木　恵美，
飯田　　悠，石川多佳子，黒田　幸代，庭瀬美智子，
井坂　　梓，永富　幸恵，渋澤　和枝，飯島　昌美，
唐澤美智子

29. 安全な手術室入室への取り組み～術
前オリエンテーション DVD改善に向
けて～

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

武井真由美，秋山　俊江，茅場　大地，池田　康幸，
吉田やよい

30. 急変時の対応に対するフローチャー
トを用いた効果

第 21回看護研究発表会
（2015.6.20）茨城

岡嶋以都美，片寄　真美，小吹　美架，荒木　美穂，
鉄　　弥生，飯島　佳代，渡邉ひと美

31. シャント穿刺成功率向上に向けての取
り組み～イメージ訓練を実施して～

第 60回日本透析医学会
学術集会（2015.6.26）神
奈川

氏家ゆかり，加藤　　剛，河島亜弥子，小野寺美和，
渡邉美奈子，下畑　　誉，小林　正貴

32. 粘着ドレッシング材を用いた術中ハ
イリスク患者の褥瘡予防に関するラ
ンダム化比較試験

第 17回日本褥瘡学会学
術集会（2015.8.28）宮城

坂本かず美，光田　益士，川内　康弘，大井　綱郎

33. 呼吸器内科・外科病棟における退院支
援・調整の振り返り

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

大盛　久美，千葉　　匡，田宮　綾子，緑川　萌未，
小林奈津実，岡田　千秋，岩坂　有紀，飯島　佳代，
唐澤美智子

34. 脳卒中地域連携の有効なカンファレ
ンスの実施

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

糸賀　博美，渡邉千亜季，荒井　秀多，小松崎典子，
佐々木竣也，関川　節子，岩崎美智留，飯田みち子

35. A病棟スタッフの NCPR（新生児蘇生
法）取得に関する効果と課題

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

柴田　雅美，矢部満里奈，根本　裕美

36. 胸腔ドレーン固定フィルムによる皮
膚障害防止への取り組み

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

清信　　渉，増田　恵美，戸倉　宏一，塚原　　恵，
鈴木　愛美，永作智加子，栗山千愛里，坂本かず美，
鈴木　昌子，吉田やよい，古川　欣也，今井健太郎，
大森　智一，柳田　国夫

37. 高齢者施設へ退院となる患者におけ
る心不全患者教育～心不全チームの
介入と振り返り～

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

柴野　優子，斎藤　優花，杉浦　美咲，中村　千種，
松延　　明，加藤　浩太

38. 震災訓練によるアクションカードの
初動行動の認識と時間に対する効果

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

石川　美幸，岩岡　優子，大野友里恵，冨司　真衣，
沼田　友希，中山　琴世，豊崎　夏子，三上　淑子

39. 他職種カンファレンスを実施しての
効果と課題（第 2報）

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

加藤　　彰，永田　　潤，佐藤　千花，石川菜保子，
斎田　健一，上杉真由美，根本　幸代

40. 服薬指導における看護師の役割分担
の明確化への取り組み～看護師用手
順書の作成～

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

海老澤　恵，澤畑　陽子，前田さとみ，飯田　洋一，
千葉華奈子，菊地　康久
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41. 急変対応におけるシミュレーション
を導入した教育効果

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

片寄　真美，岡嶋以都美，小吹　美架，荒木　美穂，
鉄　　弥生，井坂　　梓，渡邉ひと美

42. 地域包括ケア病棟の現状報告 第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

富川　聡美，飯田　　愛，久松まゆみ，坂井都美子，
宮本　典枝，真壁　大樹

43. 二交代勤務者の疲労回復～14時まで
に 20分間の昼寝をして～

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

中津　典久，圷　あけみ，小牟禮美智子，門脇　淑子，
富川　聡美，飯田　　愛，久松まゆみ

44. 手術室における勤務体制変更とその
効果

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

長谷川賢二，伊藤　美保，円城寺容子，池田　康幸，
田所由紀子，吉田やよい

45. 透析センターにおける患者参加型災
害訓練の実施の効果と課題

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

黒田　茂男，木村真理子，池田　恵美，小野寺美和，
渡邉美奈子

46. 外来がん看護に携わる緩和ケア認定
看護師の役割と効果～がん看護相談
外来の取り組みから～

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

上野　政子，久野　美雪

47. 外来化学療法における悪心・嘔吐対策
の現状分析

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

櫻井規光子，戸田　香織，塩津　恵美，岩本　淳一，
古川　欣也

48. 急変時における記録の現状～急変時
専用看護記録，実施内容報告用紙を作
成して～

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

石川　景子，吉田　悦子，柳田　国夫

49. A病院の退院支援スクリーニングの現
状

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

渡邉　美春，中田かおる，坂井都美子

50. 感染制御部によるインフルエンザ対
策の早期介入強化による効果

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

鈴木　昌子，川畑　大輔，井上　　勝，栗原　貞夫，
大石　　毅，渡邉　秀裕

51. 転倒・転落事故対策検討チームによる
10年間の活動報告

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

吉田　悦子，冨田　京子，柳田　国夫

52. 上部消化管内視鏡検査 第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

高橋　沙織，高木　順子，越後　千絵，新井美佐枝，
藤井まさ子，鹿山　道代，吉田やよい，栗山千愛里

53. 今後の慢性 C型肝炎診療における肝
疾患連携パスのあり方

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）茨城

鹿山　道代，栗山千愛里，池上　　正

54. Aセンターで働く看護職員の母乳育児
の現状調査

第 56回日本母性衛生学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.16）岩手

山田　有香，鈴木　弘子，大和田　歩，根本　裕美，
小林　俊江

55. 当センター女性職員の乳がん検診に
対する意識調査 2015年

第 25回日本乳癌健診学
会学術総会（2015.10.31）
茨城

川村　伸代，飯田　　悠，中山　克恵，唐澤美智子，
上野　政子

56. 集中治療部異動スタッフの精神面に
配慮したアプローチ方法の検討

第 10回医療の質・安全
学 会 学 術 集 会
（2015.11.22）千葉

相澤　勝利，高階　織恵，沖山　早苗，細谷　優希，
山本八寿仁，宮﨑美左子，永作智加子，栗山千愛里

57. 当院における高齢透析患者の現状調
査～事前指示書取り組みに向けて～

第 49回茨城県透析談話
会（2015.11.29）茨城

河島亜弥子，熊倉　優理，大竹のり子，松田　紀子，
小野寺美和，渡邉美奈子，下畑　　誉，平山　浩一，
小林　正貴
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安 全 管 理 室

【教育】
「到 達 目 標」　患者と共に行う医療を推進するとともに，全国のモデルとなる医療安全体制を構築する。
「現 状 説 明」　病院として有害事象を防止するために，①システムの改善が必要であれば対応し，②ヒューマンエラーを少なく

するために確認の徹底とコミュニケーションエラーを減らすように啓発，そして③ひとり 1人がコンプライアン
ス意識をもつことを訴えてきた。安全性と効率性を重視した業務改善の報告会（年 1回），医療安全・感染対策
推進週間（1週間）を開催している。

「点検・評価」　Team STEPPS を取り入れた，安全性と効率性を重視した業務改善の報告会（年 1回）。リスクマネージャーによ
る月 2回の院内ラウンドを実施。平成 26年度より，医療安全・感染推進週間（1週間）を実施。

「改 善 方 策」　1.平成 25年度から 2年毎：医療安全・感染予防に関する注意事項を患者様にも積極的に参加してもらうための
パンフレットの作成。

　　　　　　　2.平成 29年度に：ポケットマニュアルの改訂版作成。
　　　　　　　3.平成 27年度から：医療安全管理者の養成（1年 2名）。
　　　　　　　4. Team STEPPSを導入し，医療安全の推進・質の向上を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　病院全体で組織的に安全管理に配慮すると共に，患者様にもいろいろな場所で名前を名のっていた

だくなど，診療への参加を進めている。また，患者様からのご意見を基に，システム等の改善に取り組むことが
できている。しかし，改善方策 1・2の作成に至らなかった為，次年度完成に向けて継続して取り組んでいく。

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 転倒・転落事故対策検討チームによる

10年間の活動報告
第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城支部学術
集会（2015.9.3）つくば

柳田　国夫

2. 急変時における記録の現状か～急変
時専用看護記録，実施内容報告用紙を
作成して～

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城支部学術
集会（2015.9.3）つくば

柳田　国夫

3. 胸腔ドレーン固定フィルムによる皮
膚障害防止への取り組み

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城支部学術
集会（2015.9.3）つくば

柳田　国夫

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 医事紛争処理委員会　気管切開
チューブ入れ替え時のトラブルによ
る意識障害事例　受け持ち検証

茨城県医師会医事紛争処
理委員会（2015.5.20）水
戸

柳田　国夫

2. 医事紛争処理委員会　MRIを待つ間
に車椅子から転落し急性硬膜下血腫
をきたした事例　受け持ち検証

茨城県医師会医事紛争処
理委員会（2015.9.16）水
戸

柳田　国夫

感 染 制 御 部

【教育】
「到 達 目 標」　職員については，さらに感染予防策が徹底できるように，全職員の感染対策の意識向上を目指す。
「現 状 説 明」　全体教育として年 2回の義務講習を実施している。また，部署別に勉強会を実施し知識の普及を行った。また，

現場の環境ラウンドを定期的に実施し，改善指導を行った。
「点検・評価」　院内感染のアウトブレイク事例の発生が認められており，現場スタッフと連携を取ってさらに感染予防策を充実

させる必要がある。
「改 善 方 策」　（知識の普及）多職種の視点を交えた感染制御セミナーを年 6回実施し，感染対策への理解を深めるようにした。

（現場での啓発活動）環境ラウンドを感染制御部と感染対策チームのメンバーで行い，自己評価チェックシート
を用いて客観的な評価と現場へのフィードバックを行った。
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「目標・改善方策の達成度」　（知識の普及）感染制御セミナーについては，終了後アンケートで「判りやすい」との意見を多く
得ているため，到達目標はほぼ達成できている。今後も継続予定とする。ただし参加者がまだ少ないため，さら
に多くの職員に呼びかけて参加を促す必要がある。

【研究】
「到 達 目 標」　学会報告および論文発表を目標とする。
「現 状 説 明」　院内感染に関する臨床的研究は実施が難しい場合が多いが，今後新しいテーマで発表できるよう話し合っている。
「点検・評価」　関連学会等で発表されている内容と比較しながら，さらにレベルの向上を図る必要がある。
「改 善 方 策」　手指衛生などの基本的評価から，さらに別の手段を行って感染対策を充実できるか検討を行う必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　さらに高い目標を掲げて，次の研究目標を設定する必要がある。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域の感染対策連携推進に寄与する。
「現 状 説 明」　茨城感染症対策研究会を主宰し，地域の感染対策教育に貢献する一方で，要請に応じて講演会を実施するなど，

外部講演を積極的に受け入れている。また，感染防止対策連携加算の開始により連携病院とのカンファレンスを
開催している。

「点検・評価」　連携カンファレンスの開始により，意見交換を行う機会が増加し，地域の感染対策の普及に貢献できた。
「改 善 方 策」　地域連携の強化の一環として，現場視察を取り入れた。
「目標・改善方策の達成度」　地域連携の推進については達成できている。

I.　著書
1. Diff erential diagnosis of idiopathic Pul-

monary Fibrosis-What should we particu-
larly keep in mind in the diff erential diag-
nosis?

Springer；1st ed, 2016版 Watanabe H,  Nakamura H,  Aoshiba K

II.　学術論文
A1. Clinical factors associated with negative 

urinary antigen tests implemented for the 
diagnosis of community-acquired pneu-
mococcal pneumonia in abult patients

Med Prin Pract 24（2）：
189-94, 2015（IF=1.86）

Watanabe H,  Uruma T,  Tazaki G*,  Kikuchi R,  Tsuji T,  
Itoh M

III.　学術刊行物
B1.【かぜ症候群のトータルマネジメント
－日常診療から増悪時の対処法まで】 
かぜ症候群の病態と抗菌薬の使い方　
非定型肺炎　マイコプラズマ・クラミ
ジア・レジオネラ（解説 /特集）

感 染 と 抗 菌 薬（1344-

0969）18（4）：328-333
清田　育男，渡邉　秀裕

2. Intern Med 54（7）：853-856, 2015 日本内科学会誌 Osuka H,  Ichiki A,  Yamamoto M,  Kawahata D,  Saegusa 
Y,  Oishi T,  Okubo S,  Hitomi S*

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 巨大腫瘤を呈した肺原発悪性リンパ
腫の 1例

第 24 回茨城がん学会
（2015.2.1）水戸

宇留間友宣，渡邉　秀裕，菊池　亮太，辻　　隆夫，
伊藤　昌之，青柴　和徹，中村　博幸

2. ブロモデオキシウリジンの慢性的
DNA障害による気道および肺の炎症

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.18）
東京

伊藤　昌之，辻　　隆夫，菊池　亮太，宇留間友宣，
渡邉　秀裕，中村　博幸，青柴　和徹

3. 多くの自己抗体が高値でシェーグレ
ン症候群の合併が疑われた慢性好酸
球性肺炎の 1例

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.18）
東京

宇留間友宣，渡邉　秀裕，菊池　亮太，辻　　隆夫，
伊藤　昌之，青柴　和徹，中村　博幸

4. 高濃度 CO2による脂肪細胞の分化促
進について

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会（2015.4.18）
東京

菊池　亮太，伊藤　昌之，辻　　隆夫，菊池　亮太，
宇留間友宣，渡邉　秀裕，中村　博幸，青柴　和徹
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5. 感染対策実践者が答える感染対策
Q&A　パネルディスカッション

第 20回　茨城感染対策
研究会（2015.6.6）つく
ば

川畑　大輔

6. 著明な CEA 高値を呈した Aiiergic 
bronchopulmonary mycosis（ABPM）の
1例

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

中村　博幸，菊池　亮太，仙波征太郎，宇留間友宣，
辻　　隆夫，伊藤　昌之，岸　　厚次，渡邉　秀裕，
渡辺　　治，橋本　俊夫

7. 東京医科大学 3病院感染対策合同カン
ファレンスの取り組み～感染制御
ネットワーク化に向けて～

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.1）

井上　　勝，添田　　博，松永　宜史，渡邉　秀裕，
大石　　毅，鈴木　昌子，川畑　大輔，水野　泰孝，
早川　司子，千葉　克己，藤井　　毅，佐藤　昭裕，
山田加奈子，那須　　豊，松本　哲哉，髙橋　利幸

8. 感染制御部によるインフルエンザ対
策の早期介入強化による効果

第 16回日本医療マネジ
メント学会茨城県支部学
術集会（2015.9.6）つく
ば

鈴木　昌子，川畑　大輔，井上　　勝，栗原　貞夫，
大石　　毅，渡邉　秀裕

9. 当院で経験した全眼炎合併 Klebsiella 
pneumoniae肝膿瘍の 2例

第 64回日本感染症学会
東日本地方学術集会
（2015.10.21）札幌

大石　　毅，川畑　大輔，清田　育男，近澤　悠志，
宇留間友宣，渡邉　秀裕

10. PET検査にて VATSを実施した結核腫
および抗酸菌結節 3例の臨床的検討

第 64回日本感染症学会
東日本地方会総会，第
62回日本化学療法学会
東日本地方会総会　合同
学会　札幌

渡邉　秀裕，宇留間友宣，清田　育男，大石　　毅，
菊池　亮太，伊藤　昌之，青柴　和徹，中村　博幸

11. 関節炎を契機に同定し得た Helico-
bacter cinaedi菌血症の一例

第 37回茨城県臨床検査
学会（2015.11.1）つくば

廣瀬　彩夏，福島　智子，三枝　有希，川畑　大輔，
永野　貞明

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 長引く咳への対応　～慢性咳嗽と喘
息を中心に～

東京都府中市医師会学術
講演会（2015.2.27）東京

渡邉　秀裕

16122039_03茨城.indd   630 2017/03/15   17:18:23



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 631S

八王子医療センター

血 液 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　医学生に，臨床に基づいたエビデンスのある血液内科教育を行っていく。
「現 状 説 明」　当科では，医師 2名のため，学生教育は行えていない。
「点検・評価」　医師数を確保することにより，切れ目のない医学教育が行える体制を整える必要がある。
「改 善 方 策」　非常勤医師と共同することにより，今後医学生に対し，臨床実習を始めていく。
「目標・改善方策の達成度」　医学科の 5年生，6年生の臨床実習を受けている。
【研究】
「到 達 目 標」　血液患者における臨床研究の充実を図る。
「現 状 説 明」　多施設共同の臨床試験に参加している。
「点検・評価」　医師数を確保することにより，より医学研究を行える体制を整える必要がある。
「改 善 方 策」　医師数の確保が，もっとも望まれる。
「目標・改善方策の達成度」　改善はされていない。医師数は 2名のままである。データーマネージャー等の確保により，医師の

代わりにデーター入力が行える体制を目指す。
【診療】
「到 達 目 標」　最先端の血液疾患に対する医療の提供。
「現 状 説 明」　造血幹細胞移植の分野以外では，常に血液疾患に対する最先端の医療提供を行っている。
「点検・評価」　医師数は 2名のため，患者数を制限している。今後，解消していく必要はあると思われる。
「改 善 方 策」　医師数の確保がもっとも望まれる。
「目標・改善方策の達成度」　改善はされていない。医師数は 2名のままである
【社会貢献】
「到 達 目 標」　南多摩医療圏で，高水準の血液疾患に対する医療提供を継続する。
「現 状 説 明」　現在，約 500名が血液内科を通院中であるが，新刊患者の制限を加えている。
「点検・評価」　現在医師 2名体制であり，これ以上の負担増は，医療水準の維持，医療安全の確保が困難と考えられる。
「改 善 方 策」　医師数の増加が望まれる。
「目標・改善方策の達成度」　目標は維持されているが，更なる発展は望めない状況である。

III.　学術刊行誌
A1. Effi  cacy of molecular response at 1 or 3 

months after the initiation of dasatinib 
treatment can predict an improved 
response to dasatinib in imatinib-resistant 
or imatinib-intolerant Japanese patients 
with chronic myelogenous leukemia dur-
ing the chronic phase

J Clin Exp Hematop 54
（3）：197-204, 2014

Inokuchi K,  Kumagai T,  Matsuki E,  Ohashi K,  Shi-
nagawa A,  Hatta Y,  Takeuchi J,  Yoshida C,  Wakita H,  
Kozai Y,  Shirasugi Y,  Fujisawa S,  Iwase O,  Yano S,  
Okamoto S,  Oba K,  Sakamoto J,  Sakamaki H

2. Theoretical evaluation of antiemetic 
eff ects of 5-HT3 receptor antagonists for 
prevention of vomiting induced by cispla-
tin

Eur J Drug Metab Pharma-
cokinet Mar；40（1）：
3 9-4 4 ,  2 0 1 5 ,  d o i：
1 0 . 1 0 0 7 / s 1 3 3 1 8-0 1 4-

0175-z

Nakamura H,  Yokoyama H,  Takayanagi R,  Yoshimoto K,  
Nakajima A,  Okuyama K,  Iwase O,  Yamada Y

3. Relative increase in lymphocytes from as 
early as 1 month predicts improved 
response to dasatinib in chronic-phase 
chronic myelogenous leukemia

Int J Hematol Jan；99（1）：
4 1-5 2 ,  2 0 1 4 ,  d o i：
1 0 . 1 0 0 7 / s 1 2 1 8 5-0 1 3-

1483-9

Kumagai T,  Matsuki E,  Inokuchi K,  Ohashi K,  Shi-
nagawa A,  Takeuchi J,  Yoshida C,  Okamoto S,  Wakita 
H,  Kozai Y,  Shirasugi Y,  Fujisawa S,  Iwase O,  Yano S,  
Nishiwaki K,  Oba K,  Sakamoto J,  Sakamaki H
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呼 吸 器 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　呼吸生理学に基づいた病態の診断，治療を学生に教育していきたい。
「現 状 説 明」　3，4学年の臨床講義を行った。
「点検・評価」　医局員が少なく診療に時間が費やされており，充分な教育を行えないことが残念である。
「改 善 方 策」　医局員の増員を計り，臨床講義とともに BSTを行う時間的余裕を作りたい。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度達成したが，医局員の増員は出来なかった。
【研究】
「到 達 目 標」　1.呼吸リハビリテーションに関する呼吸生理学臨床研究　2.肺胞蛋白症の全肺洗浄に関する研究。
「現 状 説 明」　1.呼吸リハビリテーションのシステムが臨床で運営している　2.厚労省研究班の分担医師として施行している。

（一和多）
「点検・評価」　診療が第一と考えており，十分に研究を行えないことが残念である。
「改 善 方 策」　一般臨床を通した臨床研究をより精力的に施行したい。
「目標・改善方策の達成度」　50%程度達成し，臨床研究を行う状況が徐々に整いつつある。
【診療】
「到 達 目 標」　2012年度より外来および入院患者数の増加。
「現 状 説 明」　月～水曜日・金曜日に紹介状持参の新患（5名），土曜日（3名）の外来を開始し，また依頼に応じて新患の診療

を行っている。入院患者は，12名 /日以上を目標にして診療を行っている。
「点検・評価」　2012年度より外来および入院患者数が増加し，また，紹介医及び他科の医師から依頼患者の診療を誠実に行っ

て信頼を得ていると思う。
「改 善 方 策」　現状の医局員数では，これ以上の改善は難しい。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 100%程度を達成した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域の開業医と連携を計って，呼吸器系の中核診療体制を形成していきたい。また，学会を通して呼吸器系医師

とコメディカルの教育活動に参加していきたい。
「現 状 説 明」　八王子医師会の依頼により喘息・COPDの公開市民講座の講師として活動している。呼吸器学会などの学会を介

して，臨床呼吸機能講習会・呼吸ケアカンファレンス・3学会合同呼吸療法認定士制度・慢性呼吸器疾患認定看
護師制度で講師などとして活動している。

「点検・評価」　医師・コメディカルの教育活動に貢献したと思うが，地域医療への社会的貢献が乏しい。
「改 善 方 策」　八王子医師会の呼吸器系医師とより密接に協力して市民の啓蒙運動を行いたい。
「目標・改善方策の達成度」　70%程度を達成した。

I.　著書
1. 新呼吸器専門医テキスト　異常呼吸 南江堂，56-58, 2015 一和多俊男（総編者；日本呼吸器学会）
2. 今日の治療指針　吸入療法 医学書院，289, 2015 一和多俊男

（総編者；福井　次矢，高木　　誠，小室　一成）
3. 今日の診断指針　呼吸リズムの異常 317-319, 2015 一和多俊男（総編者；金澤　一郎，永井　良三）

II.　学術論文
A1. A mathematical model to predict protein 

wash out kinetics during whole-lung 
lavage in autoimmune pulmonary alveolar 
proteinosis

Am J Physiol Lung Cell 
Mol Physiol 308：L105-

L117, 2015（IF=4.712）

Akasaka K,  Tanaka T,  Maruyama T,  Kitamura N,  Hashi-
moto A,  Ito Y,  Watanabe H,  Wakayama T,  Arai T,  
Hayashi M,  Moriyama H,  Uchida K,  Ohkouchi S,  
Tazawa R,  Takada T,  Yamaguchi E,  Ichiwata T

2. Outcome of corticosteroid administration 
in autoimmune pulmonary alveolar pro-
teinosis：a retrospective cohort study

MC Pulmonary Medicine 
15：88, 2015（IF=2.329）

Akasaka K,  Tanaka T,  Kitamura N,  Ohkouchi S,  Tazawa 
R,  Takada T,  Ichiwata T
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III.　学術刊行物
A1. 肺胞蛋白症に対する全身麻酔下全肺
洗浄法のコンセンサスの確立と問題
点に関する研究

平成 26年度厚生労働科
学研究委託事業　難治性
疾患等克服研究事業　
『肺胞蛋白症，遺伝性間
質性肺疾患に関する研
究：重症難治化要因とそ
の克服』研究　平成 26
年度　総括・分担研究報
告書：32-38, 2015

一和多俊男

B1. 短期間の舌下免疫療法後に好酸球増
多を伴う血管性浮腫 angioedema asso-
ciated with eosinophiliaを発症例

臨床免疫・アレルギー科 
64（2）：218, 2015

青木　昭子，岡　　　寛，内海　健太，一和多俊男

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Proposal use of disposable bronchoscope 

as medical thoracoscope
18th WCBIP/WCBE Kyoto
（2014.4.15）Kyoto

Utumi K

国内学会
A1. 酸素療法 第 55回臨床呼吸機能講

習会（2015.8.27）福岡
一和多俊男

2. 運動負荷試験 第 55回臨床呼吸機能講
習会（2015.8.27）福岡

一和多俊男

3. 呼吸不全 第 2回呼吸ケアスキル
ア ッ プ セ ミ ナ ー
（2015.10.17）東京

一和多俊男

B1. パルスオキシメータの精度と使い方 第 1回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会関
東地方会ランチョンセミ
ナー（2015.1.25）東京

一和多俊男

2. COPD患者さんの運動には栄養療法が
大切！

第 55回日本呼吸器学会
学術講演会　第 12回呼
吸ケアカンファレンスプ
ラ イ マ リ ー コ ー ス
（2015.4.17）東京

一和多俊男

3. 肺腫瘤から診断された悪性リンパ腫
の 1例

第 215回日本呼吸器学会
関東地方会（2015.7.11）
東京

小島　亜希，内海　健太，清水谷尚宏，一和多俊男

4. 胃がん術後の 1縦隔リンパ節腫脹に対
して経気管支的針生検を行い診断し
た大細胞性神経内分泌癌の 1例

第 217回日本呼吸器学会
関東地方会（2015.11.21）
東京

一和多俊男

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. COPDに対する外来でできる栄養・運
動療法－基礎～臨床まで－

日野市医師会学術講演会
石巻地域（2015.6.9）東
京（2015.6.9）東京

一和多俊男
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【教育】
「到 達 目 標」　臨場感のある実臨床体験を提供することにより，経験を通して疾患をより深く理解する，質の高い臨床教育を目

指す。
「現 状 説 明」　現状では，1週間のラウンドであるため，救急疾患に関しては経験のばらつきがあり，また入院から退院までの

すべての流れを診ることは不可能である。
「点検・評価」　日々の振り返りを行うことにより，その日経験した内容の確認とともに，さらに学ぶべき点を明らかにする。経

験した（あるいはする予定の）症例に関する予習・復習を課す。
「改 善 方 策」　より多く考える時間を与えることが重要。
「目標・改善方策の達成度」　経験症例にばらつきはあるが，おおむね達成できている。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床データの登録・解析を行い，学会での発表，論文の作成を積極的に行う。
「現 状 説 明」　多施設共同試験には協力しているが，独自の研究を行うには至っていない。
「点検・評価」　年報として評価を行う。
「改 善 方 策」　データ登録を積み重ねていき後ろ向き研究につなげる。また前向き研究のノウハウを学び，応用していく。
「目標・改善方策の達成度」　研究報告は十分とは言えず，今後の改善が必要。
【診療】
「到 達 目 標」　地域基幹病院として，循環器救急医療への対応のみならず，最高水準の医療を提供する。
「現 状 説 明」　年間 100例程度の急性心筋梗塞症例に対応している。また冠動脈カテーテル治療，冠血流予備量比（FFR）を用

いた虚血診断，不整脈カテーテルアブレーションの領域においては，それぞれの領域を牽引している。
「点検・評価」　救急対応，医療水準ともにおおむね目標に達している。
「改 善 方 策」　個々の医師のモチベーションを上げ，より多くの救急疾患診療に対応する。重症症例が重なった場合のバックアッ

プ体制（オンコール体制の強化）を作成する。
「目標・改善方策の達成度」　通常の救急対応はおおむね目標に達している。オンコール体制の強化は未達であり，今後の課題で

ある。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　循環器疾患の知識，緊急性，危険性に関する認識を一般社会，地域医療を支える医師・スタッフ（医師，看護師，

臨床工学士，検査技師等）に教育，浸透させる。
「現 状 説 明」　各地域の医師会関連の勉強会を通して情報発信している。
「点検・評価」　医師会には，徐々に浸透している。
「改 善 方 策」　市民公開講座も行っていく。
「目標・改善方策の達成度」　一般市民への啓蒙活動は未達である。

I.　著書
1. 百戦錬磨のインターベンション治療
医が教える
国際学会発表・英語論文作成成功の秘
訣

株式会社南江堂，93-95, 
2015

田中　信大（編：村松　俊哉）

2. PCIで使い倒す
IVUS徹底活用術

株式会社メジカルビュー
社，147-151, 152-155, 
2016

迫田　邦裕，田中　信大（編：本江　純子）

3. II糖尿病の臨床検査
糖尿病の合併症を知るための検査
冠動脈疾患の臨床検査

医学書院，糖尿病診療マ
ス タ ー 13（3）：226-233, 
2015

大島　一太，山科　　章

4. 3大疾病：不整脈
－病態生理・検査・治療

医学出版，循環器ナーシ
ング 5（3）：31-48, 2015

大島　一太，山科　　章
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II.　学術論文
A1. Myocardial perfusion imaging for predict-

ing cardiac events in Japanese patients 
with advanced chronic kidney disease：
1-year interim report of the J-ACCESS 3 
investigation

Eur J Nucl Med Mol Imag-
ing 41：1701-1703, 2014
（IF=5.383）

Joki N*,  Hase H*,  Kawano Y*,  Nakamura S*,  Nakajima K*,  
Hatta T*,  Nishimura S*,  Moroi M*,  Nakagawa S*,  Kasai T,  
Kusuoka H*,  Takeishi Y*,  Momose M*,  Takehana K*,  
Nanasato M*,  Yoda S*,  Nishina H*,  Matsumoto N*,  
Nishimura T*

2. Adenosine triphosphate-guided pulmo-
nary vein isolation for atrial fi brillation：
the UNmasking Dormant Electrical 
Reconduction by Adenosine TriPhosphate
（UNDER-ATP）trial

Eur Heart J 36（46）：
3 2 7 6-3 2 8 7 ,  2 0 1 5
（IF=15.064）

Kobori K*,  Shizuta S*,  Inoue K*,  Kaitani K*,  Morimoto T*,  
Nakazawa Y*,  Ozawa T*,  Kurotobi T*,  Morishima I*,  Miura 
F*,  Watanabe T*,  Masuda M*,  Naito M*,  Fujimoto H*,  
Nishida T*,  Furukawa Y*,  Shirayama T*,  Tanaka M*,  Oka-
jima K*,  Yao T*,  Egami Y*,  Satomi K,  Noda T*,  Miyamoto 
K*,  Haruna T*,  Kawaji T*,  Yoshizawa T*,  Toyota T*,  Yahata 
M*,  Nakai K*,  Sugiyama H*,  Higashi Y*,  Ito M*,  Horie M*,  
Kusano KF*,  Shimizu W*,  Kamakura S*,  Kimura T*

3. Comparison of the acute eff ects of right 
ventricular apical pacing and biventricular 
pacing in patients with heart failure

Intern Med 54（11）：1329-

1335, 2015（IF=0.832）
Kanzaki H*,  Satomi K,  Noda T*,  Shimizu W*,  Kamakura 
S*,  Kitaura Y*,  Ishizaka N*,  Kitakaze M*

4. Epicardial Catheter Ablation of Ventricu-
lar Tachycardia in “No Entry” Left Ventri-
cle：Mechanical Aortic and Mitral Valves

Circ Arrhythm Electro-
physiol 8（2）：381-389, 
2015（IF=4.428）

Soejima K*,  Nogami A*,  Sekiguchi  Y*,  Harada T*,  Satomi 
K,  Hirose T*,  Ueda A*,  Miwa Y*,  Sato T*,  Nishio S*,  Shirai 
Y*,  Kowase S*,  Murakoshi N*,  Kunugi S*,  Murata H*,  Nitta 
T*,  Aonuma K*,  Yoshino H*

5. Clinical and Pathological Impact of Tissue 
Fibrosis on Lethal Arrhythmic Events in 
Hypertrophic Cardiomyopathy Patients 
With Impaired Systolic Function

Circ J 79（8）：1733-1741, 
2015（IF=4.124）

Wada Y*,  Aiba T*,  Matsuyama TA*,  Nakajima I*,  Ishibashi 
K*,  Miyamoto K*,  Yamada Y*,  Okamura H*,  Noda T*,  
Satomi K,  Morita Y*,  Kanzaki H*,  Kusano K*,  Anzai T*,  
Kamakura S*,  Ishibashi-Ueda H*,  Shimizu W*,  Horie M*,  
Yasuda S*,  Ogawa H*

6. Clinical impact of mapping strategies for 
treatment of ventricular tachycardias in 
patients with structural heart disease

Pacing Clin Electrophysiol 
38（5）：630-640, 2015
（IF=1.156）

Makimoto H*,  Nakajima I*,  Miyamoto K*,  Yamada Y*,  
Okamura H*,  Noda T*,  Aiba T*,  Kamakura S*,  Kusano K*,  
Shimizu W*,  Satomi K

7. Impact of left ventricular diastolic dys-
function on outcome of catheter ablation 
for atrial fi brillation in patients with 
hypertrophic cardiomyopathy

Circ J 79（2）：419-424, 
2015（IF=4.124）

Okamatsu H*,  Ohara T*,  Kanzaki H*,  Nakajima I*,  Miya-
moto K*,  Okamura H*,  Noda T*,  Aiba T*,  Kusano K*,  
Kamakura S*,  Shimizu W*,  Satomi K

8. Seven-year clinical outcomes of patients 
with moderate coronary artery stenosis 
after deferral of revascularization based 
on gray-zone fractional fl ow reserve

Cardiovascular Interven-
tion and Therapeutics 30
（3）：209-215, 2015

Yamashita J,  Tanaka N,  Shindo N,  Ogawa M,  Kimura Y,  
Sakota K,  Murata N,  Hokama Y,  Hoshino K,  Ikeda S,  
Yamashina A

9. Identifying the true origin of sustained 
monomorphic ventricular tachycardia 
associated with dilated-phase hypertro-
phic cardiomyopathy：A case of success-
ful catheter ablation

J Arrhythmia 31（6）：406-

409, 2015
Kawakami H*,  Nagai T*,  Fujii A*,  Uetani T*,  Nishimura K*,  
Inoue K*,  Suzuki J*,  Satomi K,  Okura T*,  Higaki  J*,  Ogi-
moto A*

III.　学術刊行物
A1. 鷹野論文に対する Editorial Comment
－冠動脈狭窄のない急性冠症候群の
管理

心 臓 46（3）：364-365, 
2015

笠井　督雄

2. 高木論文に対する Editorial Comment
ミトコンドリア病における心病変早
期検出－99mTc-sestamibi資金シンチ
グラフィの可能性

心 臓 46（5）：637-638, 
2015

笠井　督雄
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B1. Imaging modalityの進歩と PCI CARDIAC PRACTICE
（26）3：217-222, 2015

矢嶋　純二*，田中　信大，中澤　　学*

2. 非侵襲的冠動脈・心筋灌流評価法　
CT・MRIによる近未来診療

心臓 47（10）：1157, 2015 田中　信大

3. 臨床で必須の不整脈を読み取ろう 株式会社エス・エム・エ
ス，ナース専科 35（5）：
48-83, 2015

大島　一太

4. 真冬ゴルファーを突然襲う心臓病ク
ライシス

株式会社 ALBA，60 歳
からのゴルフスィング：
124-128, 2015

大島　一太

5. 発作性心房細動患者における再肺静
脈隔離後の再発因子の検討

心 電 図 35（1）：15-23, 
2015

川上　大志，里見　和浩，石橋　耕平*，中島育太郎*，
宮本　康二*，山田　優子*，岡村　英夫*，野田 　崇*，
相庭　武司*，鎌倉　史郎*，草野　研吾*

6. 心室頻拍を合併しやすい心疾患は ? 医学出版，診断と治療社，
不整脈診療クリニカルク
エ ス チ ョ ン 200：126-

128, 2015

里見　和浩

7. 心室頻拍が上室性頻拍に比べて緊急
性が高い理由は ?

医学出版，診断と治療社，
不整脈診療クリニカルク
エ ス チ ョ ン 200：128, 
2015

里見　和浩

8. 心室頻拍発作を停止させる治療法は ? 医学出版，診断と治療社，
不整脈診療クリニカルク
エ ス チ ョ ン 200：129-

130, 2015

里見　和浩

9. 心室性不整脈：治療抵抗性 株式会社メディカルサイ
エンスインターナショナ
ル，循環器急性期診療：
611-626, 2015

里見　和浩

10. 高齢者における心房細動アブレー
ション

南 山 堂 97（4）：526-530, 
2015

里見　和浩

11. 日常臨床で COPDを見過ごせない
心電計とスパイロメトリーの活用術

フクダ電子株式会社 大島　一太

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Panelist

Session：Functional Angioplasty Orga-
nized by CVRF and Supported by Educa-
tional Grant From St.Jude Medical

TCTAPアジア太平洋経
カテーテル治療学会
（ 2 0 1 5 . 4 . 3 0） S e o u l , 

KOREA

Tanaka N

2. 心房細動アブレーションの最新事情 第 2 回 Heart-Carennkei-
kai 連 携 会（2015.6.30）
東京

里見　和浩

3. FFR Workshop
Panelist

8th IMAGING & PHYSI-
OLOGY SUMMIT 2015
（2015.11.4）Seoul, Korea

Tanaka N

B1. Usefulness of simultaneous intermediate-
level exercise for dobutamine stress myo-
cardial perfusion imaging

Annual Congress of the 
European Association of 
N u c l e a r  M e d i c i n e
（2014.10.11）Germany

Kasai T,  Aiga M,  Iwasaki Y,  Oshima K,  Fujita Y,  Sasaki 
Y,  Tanaka N,  Yamashina A
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2. Usefulness and safety of adenosine stress 
myocardial perfusion SPECT for patients 
with “inactive” bronchial asthma

Annual Congress of the 
European Association of 
N u c l e a r  M e d i c i n e
（2014.10.12）Germany

Kasai T,  Aiga M,  Iwasaki Y,  Oshima K,  Fujita Y,  Sasaki 
Y,  Tanaka N,  Yamashina A

3. Echocardiographic Assessment of Acute 
Hemodynamic Eff ect after Pulmonary 
Endarterectomy for Chronic Thromboem-
bolic Pulmonary Hypertension

American Society of Echo-
cardiography（2015.6.14） 
Boston

Imai Y,  Tanaka N,  Takahashi N,  Kurohane S,  Takei Y,  
Yamashina A

4. The clinical course and management of 
periesophageal vagal nerve injury after 
catheter ablation of atrial fi brillation：les-
sons from long-term follow-up

EHRA EUROPACE-CAR-
D I O S T I M  2 0 1 5
（2015.6.24）Italy

Terasawa M

5. Notable and Interesting Physiology Cases 
from Japan

P A C E  S U M M I T 
（2015.10.10） SanFran-

cisco, California, U.S.A.

Tanaka N

6. AF ablation in hypertrophic cardiomyopa-
thy and diastolic heart failure-what are the 
outcomes?

8th Asian Pacific Heart 
Rhythm Society（APHRS）
（2015.11.21） Australia

Satomi K

7. Epicardial ablation in patients with drug 
refractory ventricular tachycardial and 
structural heart diseases

8th Asian Pacific Heart 
Rhythm Society（APHRS）
（2015.11.22） Australia

Terasawa M

国内学会
A1. いまさら聞けない心電図の知識 第 42回日本集中治療医

学会学術集会（2015.2.11）
東京

大島　一太

2.「臨床での選択のために」運動負荷 vs
薬剤負荷

第 40回ニュータウンカ
ンファレンス（2015.2.14）
京都

笠井　督雄

3. 冠動脈穿孔の一例 10th complicated Interven-
tion Review Meeting
（2015.2.17）東京

大島　一太

4. 心臓核医学が活用される施設とされ
ない施設

千葉心臓核医学講演会
（2015.3.5）千葉

笠井　督雄

5. 1日でわかる心不全 日本総合研究所主催
（2015.3.22）札幌

大島　一太

6. 超高齢社会における心房細動治療の
進化

抗血栓療法セミナー
（2015.3.24）東京

里見　和浩

7. 心臓核医学のエビデンスを活かすた
めに－診断精度を上げる工夫－

東京 cardioREPO講演会
（2015.4.16）東京

笠井　督雄

8. iFR Update Physiology Course in 
SCVC（2015.4.17）札幌

田中　信大

9. 新たな非侵襲的心筋虚血評価法
非侵襲的心筋虚血評価法の立ち位置

第 79回日本循環器学会
学術集会，ファイアサイ
ドセミナー 22，第 76回
冠循環談話会（2015.4.25）
大阪

田中　信大

10. パネルディスカッション 第 79回日本循環器学会
学術集会，ファイアサイ
ドセミナー 22，第 76回
冠循環談話会（2015.4.25）
大阪

田中　信大
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11. 負荷心筋 SPECT解析ソフトの活用 第 39回日本核医学技術
学会東海地方会総会
（2015.4.25）名古屋

笠井　督雄

12.『Latest topics in the FFR World』 第 16回鹿児島インター
ベンション・カンファレ
ンス（2015.5.9）鹿児島

田中　信大

13. オペレーター：
Polyvascular diseaseをカテーテルで治
療する 3

KOKURA LIVE DEMON-
STRATION（2015.5.15-

17）福岡

田中　信大

14. オペレーター：
心房細動アブレーション Course
持続性心房細動の治療戦略

K O K U R A  L I V E
（2015.5.17）福岡・小倉

里見　和浩

15. 心電図の読み方・活かし方 日本総合研究所主催
（2015.5.17）名古屋

大島　一太

16.「心電図の読み方」「心不全」 日本看護協会　看護研修
学校（2015.5.26）東京

大島　一太

17. PCI optimization using anatomical and 
physiological guidance

TOYOHASHI  LIVE
（2015.5.28-30）豊橋

田中　信大

18. FFR Latest Topic Hokkaido血栓予防セミ
ナー（2015.6.12）札幌

田中　信大

19.「心電図の読み方」基礎編 日本看護協会　研修講演
（2015.6.13）東京

大島　一太

20. 心電図の読み方・活かし方 日本総合研究所主催
（2015.6.14）東京

大島　一太

21.『FFR based Intervention：予防改善を目
指した治療戦略』

第 58回心臓病勉強会
（2015.6.16）東京

田中　信大

22. 負荷心筋血流 SPECTの診断精度を向
上させる工夫

第 20回西東京核医学研
究会（2015.6.16）東京

笠井　督雄

23. 虚血性心疾患をマスターする
「急性大動脈解離のみかた」

日本超音波医学会
超音波診断講習会（心エ
コー）（2015.6.20）東京

田中　信大

24.『FFRの最新トピック』 Intervention Seminar in 
OKAYAMA（2015.6.26）
岡山

田中　信大

25. コメンテーター
RoPPoNGI Live Demonstration 2015
六本木ライブデモンストレーション

六本木インターベンショ
ン研究会（2015.6.27）東
京

田中　信大

26. ワークショップ
「Gatedスペクトプログラムの特徴を
探る」
1. cardio REPOの長所と短所

第 25回日本心臓核医学
会・学術大会 （2015.6.27）
東京

笠井　督雄

27. 器質的心疾患に伴う心室頻拍のアブ
レーション

日本不整脈学会　
EP サ マ ー セ ミ ナ ー
（2015.6.28）東京

里見　和浩

28. Bifurcation &LMT Summit
Part 2
『Is iFR valuable for LMT/multivessel 

PCI?』

TOPIC 2015（2015.7.10）
東京

Tanaka N
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29. FFR：Maximum　Utilization of Physiol-
ogy in Routine Clinical Practice
『FFR guided PCI up to date』

TOPIC 2015（2015.7.10）
東京

Tanaka N

30. Luncheon Seminar 9
Physiological PCI -What’s What
『Physiological PCI　Adaptation in 

Japan』

TOPIC 2015（2015.7.10）
東京

Tanaka N

31. オペレーター
コメディカルとドクターのための
ベーシックライブ－すべての質問に
答えます－

TOPIC 2015（2015.7.11）
東京

田中　信大

32.「心電図の読み方」不整脈編 日本看護協会　研修講演
（2015.7.11）東京

大島　一太

33. 1日でわかる心不全 日本総合研究所主催
（2015.7.12）大阪

大島　一太

34. 負荷心筋血流 SPECTの診断精度を向
上させる工夫
～抱負なエビデンスを正しく活用す
るために～

第 19回宮城県心臓核医
学研究会（2015.7.24）宮
城

笠井　督雄

35. 循環器診療の進歩と，薬物療法の役割 第 178回八王子薬剤師
会・八王子薬剤センター
合同研修会（2015.7.28）
東京

田中　信大

36. より良い PCI治療を目指して：虚血評
価の重要性

第 24回日本心血管イン
ターベンション治療学会
学術集会（2015.7.30）福
岡

田中　信大

37. 心筋 SPECT 読影道場 第 24回日本心血管イン
ターベンション治療学会
学術集会（2015.7.31）福
岡

笠井　督雄

38. エコーハンズオン　”TAVIのためのエ
コー画像”

東京ハートラボ・プリゼ
ンツ教育セミナー &ハ
ンズオン（2015.8.9）東
京

今井　靖子

39. “見逃すな！肺塞栓症，深部静脈血栓
症”

東京ハートラボ・プリゼ
ンツ教育セミナー &ハ
ンズオン（2015.8.9）東
京

田中　信大

40. ハンズオン 東京ハートラボ・プレゼ
ンツ教育セミナー &ハ
ンズオン（2015.8.9）東
京

今井　靖子

41. 負荷心筋血流 SPECTの診断精度を向
上させる工夫
～抱負なエビデンスを正しく活用す
るために～

第 14回 Trend of Heart21
（2015.8.22）名古屋

笠井　督雄

42. 術前の画像 /イメージンング診断が有
用であった症例

Sapporo Live Demonstra-
tion Course 2015　S（Sap-
poro）-CTO ケースカン
ファランス（2015.9.5）
札幌

田中　信大
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43. 明日役立つ心電図の読み方・活かし
方・検査技師編

東京都臨床検査技師会
（2015.9.8）東京

大島　一太

44. 心電図の読み方・活かし方 日本総合研究所主催
（2015.9.13）東京

大島　一太

45. ビジュアルワークショップ 1
マルチモダリティーで心臓を診る
FFR/iFRで虚血を診る

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

田中　信大

46. 実地医家セッション
心不全

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）横
浜

大島　一太

47. FFRを用いたインターベンション治療 Chiba Cardiology Consen-
sus（2015.9.21）千葉

田中　信大

48. 虚血性心疾患治療の最新の話題 八王子循環器カンファレ
ンス（2015.9.29）東京

田中　信大

49. Panelist
『非責任病変の不安定プラークに対す
る脂質介入』

Scientifi c Exchange Meet-
ing（2015.10.2）福岡

田中　信大

50. これだけは熟知したい心電図の基本
知識と技術～Dr.大島一太の心電図講
座＜基礎編＞

S-Q U E 研 究 会
（2015.10.2）東京

大島　一太

51. 右心機能 第 12回日本心エコー図
学 会 秋 季 講 習 会
（2015.10.3-4）東京

田中　信大

52. ライブ症例 3
術者

第 2回 Physiology Live in 
FUKUOKA（2015.10.3）
福岡

田中　信大

53. コメンテーター 第 2回 Physiology Live in 
FUKUOKA（2015.10.3）
福岡

笠井　督雄

54. PCIにおける抗血小板療法 Complicated Intervention 
Review Meeting
（2015.10.6）東京

田中　信大

55. 1日でわかる心不全 日本総合研究所主催
（2015.10.11）名古屋

大島　一太

56. コメンテーター カテーテルアブレーショ
ン 関 東 秋 季 大 会
（2015.10.15）福島

里見　和浩

57. 循環器画像診断の現状と将来展望 第 6 回 MCVI（ Multi-
modality Cardio Vascular 
Imaging）（2015.10.17）
東京

笠井　督雄

58. 高齢初発の心不全で発症した大動脈
二尖弁合併左室緻密化障害の一例

第 7回城東脳神経・循環
器 研 究 会（2015.10.22）
東京

笠井　督雄

59. ラウンドテーブルディスカッション 1
冠循環生理の最前線

i P O P  S y m p o s i u m
（2015.10.25）和歌山

田中　信大

60. Diff use/small lesions
Imaging 4：How to manage complex 
lesions with imaging modalities

Complex Cardiovascular 
T h e r a p e u t i c s  2 0 1 5　
CCT2015（2015.10.29-30）
神戸

Tanaka N
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61. ワーキンググループ報告
心臓核医学における共有データベー
スの作成とソフトウェア間の較正

第 55回日本核医学会学
術総会（2015.11.6）横浜

中嶋　憲一*，百瀬　　満*，松本　直也*，笠井　督雄，
木曽　啓祐*，宮川　正男*，中川　正康*，松尾　信郎*，
内田　健二*，小野口昌久*，奥田　光一*

62. 核医学教育講演 2
負荷心筋血流 SPECTの診断精度を向
上させるには

第 55回日本核医学会学
術総会（2015.11.6）横浜

笠井　督雄

63. ERでの身体所見 第 13 回循環器 physical 
examination 講 習 会
（2015.11.15）神戸

田中　信大

64. 循環器医からみた糖尿病治療 第 24回東医大八王子医
療センター病診連携学術
講演会（2015.11.16）東
京

田中　信大

65. FFR based Intervention の意義 第 10回画像診断講演会
（2015.11.20）浜松

田中　信大

66. 1日でわかる心不全 日本総合研究所主催
（2015.11.22）岡山

大島　一太

67. webセミナー講師：
看護研修会 「心電図の読み方」

H O S P E X  J a p a n 2 0 1 5
（2015.11.26）東京

大島　一太

68. FFRを用いた Appropriate PCI 第 2回栃木県インターベ
ン シ ョ ン 研 究 会
（2015.11.28）栃木

田中　信大

69. 審査・コメンテーター 第 18回心世代核医学研
究会（2015.11.28）東京

笠井　督雄

70. 冠動脈インターベンションの最新の
話題

第 13回西多摩高血圧カ
ンファレンス（2015.12.2）
東京

田中　信大

71. パネルディスカッション　パネラー
弁膜症治療の現状と課題について

第 10回東京ハートラボ
（2015.12.5-6）東京

田中　信大

72. 1日でわかる心不全 日本総合研究所主催
（2015.12.6）仙台

大島　一太

B1. 特別セッション　この症例をどう読
むか
FFR/CAGと SPECT所見の乖離例

第 25回日本心血管画像
動態学会（2015.1.23）東
京

笠井　督雄

2. 教育セッション IV
心房細動治療の最前線

第 235回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.2.7）東京

里見　和浩

3. たこつぼ型心筋症との鑑別に苦慮し
た急性心筋梗塞の一例

第 42回集中治療学会学
術集会（2015.2.9）東京

熊井　優人*，小林　　裕，岩崎　陽一，角田　泰彦，
高橋　聡介，大島　一太，喜納　峰子，高澤　謙二，
寺岡　邦彦，山科　　章

4. 心室細動を来した急性心不全の一例 第 42回集中治療学会学
術集会（2015.2.9）東京

田島　恭子，喜納　峰子，弓切　純也，渡邉　圭介，
井上　秀範，新井　隆男，小林　　裕，進藤　俊哉，
高澤　謙二

5. 房室結節アブレーションンが心不全
のコントロールに有用であった心臓
再同期療法中の 1例

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.10）
東京

宝田　　顕，冨士田康宏，朴　　有紀，小林　正武，
今井　靖子，渡邉　雅貴，矢崎　義直，里見　和浩，
五関　善成，山科　　章

6. 難治性心室頻拍に対する心外膜アプ
ローチによるカテーテルアブレー
ション

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.10）
東京

寺澤　無量，里見　和浩，上原　萌子，岩崎　陽一，
渡邉　圭介，大島　一太，喜納　峰子，小林　　裕，
高澤　謙二，山科　　章
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7. ランチョンセミナー 10
かわりゆく心房細動管理－新規経口
抗凝固薬の登場で何が変わったか
1.周術期における抗凝固療法－新規抗
凝固薬の役割－

第 7回植込みデバイス関
東冬季大会（2015.2.21）
東京

里見　和浩

8. 慢性肺血栓塞栓症の肺動脈血栓内膜
摘除術前後における右室ストレイン
の有用性

第 26回日本心エコー図
学会学術集会（2015.3.26-

28）福岡

今井　靖子，田中　信大，高橋　のり，黒羽根彩子，
武井　康悦，小泉　信達，松山　克彦，西部　俊哉，
荻野　　均，山科　　章

9. 慢性肺血栓塞栓症の肺動脈血栓内膜
摘除術前後における右室ストレイン
の有用性

第 26回日本エコー図学
会（2015.3.28）北九州

今井　靖子，田中　信大，高橋　のり，黒羽根彩子，
武井　康悦，小泉　信達，松山　克彦，西部　俊哉，
荻野　　均，山科　　章

10. たこつぼ心筋症の鑑別にMRIが有用
だった急性心筋梗塞の 1例

第 80回多摩心臓症例研
究会（2015.4.9）東京

笠井　督雄

11. 教育セッション II
「重症安定狭心症への最善の冠血行再
建を考える」
FFRに基づく機能的冠動脈評価が PCI
と CABGの選択に与えた影響

第 79回日本循環器学会
学術集会（2015.4.25）大
阪

田中　信大

12. 逆行性速伝導路の選択的アブレー
ションに成功した 1度房室ブロックを
伴う通常型房室結節リエントリー性
頻拍の一例

第 45回臨床心臓電気整
理研究会（2015.5.30）東
京

角田　泰彦，里見　和浩，寺澤　無量，山田　治広*，
上原　萌子，岩崎　陽一，大島　一太，高橋　聡介，
渡邉　圭介，相賀　　護，笠井　督雄，高澤　謙二*

13. 心房細動アブレーション治療後に食
道迷走神経障害を来した 22例の検討

Meeting to consider the 
complication and arrhyth-
mia（2015.6.18）東京

寺澤　無量

14. 気管支喘息患者へのアデノシン負荷
心筋血流 SPECTの安全性と有用性

第 25回日本心臓核医学
会・学術大会 （2015.6.27）
東京

笠井　督雄，相賀　　護，岩崎　陽一，小林　　裕，
高澤　謙二，山科　　章

15. 透析患者における心筋血流予備量比
（FFR）の心筋虚血○値の検討

第 25回日本心臓核医学
会・学術大会 （2015.6.27）
東京

廣瀬　公彦，近森大志郎，肥田　　敏，田中　信大，
山下　　淳，齋藤　哲史，高澤　謙二，小林　　裕，
田中　宏和，山科　　章

16. 労作時呼吸困難を主訴に来院した慢
性血栓塞栓性肺高血圧症

第 23回八王子循環器セ
ミナ－（2015.6.27）東京

佐々木雄一

17. 当院におけるクライオバルーンアブ
レーションの経験

第 2回 Heart -Care連携
会（2015.6.30）東京

寺澤　無量

18.『慢性血栓塞栓性肺高血圧症術後右心
機能評価における心エコー図』

第 51 回心機能研究会
（2015.7.7）東京

田中　信大，今井　靖子

19. Epicardial ablation in patients with drug-

refractory ventricular tachycardia and 
structural heart diseases

第 30回日本不整脈学会・
第 32回日本心電学会学
術 集 会（2015.7.28-31）
京都

Terasawa  M,  Satomi K,  Takarada K,  Yazaki Y,  Goseki 
Y,  Kusano K,  Yamashina A

20. 日本心臓核医学学会合同セッション：
本邦における PCI の Approproateness 
Criteria を考える
『侵襲的虚血評価試験から見た冠血行
再建術の Appropriateness』

第 24回日本心血管イン
ターベンション治療学会
学術集会（2015.7.31）福
岡

田中　信大

21. The ablation procedure and prognosis in 
the patients with electrical storm accord-
ing to the type of VT mechanism

第 30回日本不整脈学会・
第 32回日本心電学会学
術集会（2015.7.31）京都

Satomi K,  Terasawa M,  Miyamoto K*,  Noda T*,  Naka-
jima I*,  Kamakura S*,  Kusano K*,  Yamashina A
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22. Symposium11
The usefulness of the ratio of low voltage 
zone in endocardial unipolar voltage map 
to epicardial bipolar voltage map for cath-
eter ablation of ventricular tachycardia

第 30回日本不整脈学会・
第 32回日本心電学会学
術集会（2015.7.31）京都

Miyamoto K*,  Noda K*,  Satomi K,  Wada M*,  Nakajima I*,  
Ishibashi K*,  Okamura H*,  Aiba T*,  Kamakura S*,  Kusano 
K*

23. Symposium19
Radiofrequency catheter ablation of ven-
tricular tachycardias in adultpatients with 
congenital heart disease

第 30回日本不整脈学会・
第 32回日本心電学会学
術集会（2015.7.31）京都

Noda K*,  Miyamoto K*,  Miyazaki A*,  Sakaguchi H*,  Wada 
M*,  Nakajima I*,  Ishibashi K*,  Aiba T*,  Kamakura S*,  
Satomi K,  Kusano K*

24. FFR Based Intervention OFDI/IVUS 
Guide PCI

Cardiology Seminar
（2015.8.21）東京

田中　信大

25. ML-1
心電図の読み方～心電図波形のわず
かな変化・異常から，その背景にある
臨床診断に結びつける判読の基礎～

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

大島　一太

26. 心電図の読み方～心電図波形のわず
かな変化・異常から，その背景にある
臨床診断に結びつける判読の基礎～

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

大島　一太

27. 亜急性心筋梗塞後不整脈コントロー
ルに難渋した一例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

小林　雄大，今井　靖子，佐々木雄一，冨士田康宏，
寺澤　無量，角田　泰彦，外間　洋平，高橋　聡介，
山田　治広，相賀　　護，渡邉　圭介，大島　一太，
喜納　峰子，里見　和浩，笠井　督雄，小林　　裕，
田中　信大

28. ML-1
心電図の読み方～心電図波形のわず
かな変化・異常から，その背景にある
臨床診断に結びつける判読の基礎～

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

大島　一太

29.『循環器医から見た糖尿病早期介入の
重要性』

第 3回糖・心連関 Con-
ference～In OKAYAMA～
（2015.9.3）岡山

田中　信大

30. 当院におけるクライオバルーンアブ
レーションの使用経験

第 2 回 不 整 脈 Expert 
Meeting in 西 新 宿
（2015.9.5）東京

寺澤　無量，里見　和浩，田中　信大，山科　　章

31. Satellite Symposium
『虚血性心疾患のリスクを評価する』
「invasive physiology based risk assess-

ment」

PCI Optimization by Phys-
iology And Imaging 2015
POPAI2015（2015.9.11）
岐阜

田中　信大

32. 負荷心筋血流 SPECTにおける中強度
運動併用ドブタミン負荷法の有用性

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

笠井　督雄，相賀　　護，岩崎　陽一，大島　一太，
田中　信大，山科　　章

33. 当センターにおけるクライオバルー
ンの使用経験

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18-20）
横浜

寺澤　無量，里見　和浩，冨士田康宏，佐々木雄一，
角田　泰彦，今井　靖子，高橋　聡介，山田　治広*，
相賀　　護，渡邉　圭介，大島　一太，喜納　峰子，
小林　　裕，笠井　督雄，田中　信大，山科　　章

34. 診断精度を向上させる負荷の選択と
心筋血流予備量比測定による balanced 
ischemiaの拾い上げ

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.18）横
浜

笠井　督雄，山科　　章

35. 腸骨・浅大腿動脈中等度狭窄の機能的
評価における抹消血流予備量比の有
用性

第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.19）横
浜

村田　直隆，田中　信大，山下　　淳，迫田　邦洋，
星野　虎生，外間　洋平，山科　　章
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36. PCI治療と FFRおよび心筋 SPECTに
ついて

第 63回日本心臓病学会
学術集会 J-ACCESS4中
間報告会（2015.9.19）横
浜

田中　信大

37. 高齢初発の心不全で発症した大動脈
二尖弁合併左室緻密化障害の一例

第 237回日本循環器学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.9.26）東京

高橋　聡介，笠井　督雄，上原　萌子，寺澤　無量，
岩崎　陽一，角田　泰彦，山田　治広*，相賀　　護，
渡邉　圭介，大島　一太，喜納　峰子，里見　和浩，
寺岡　邦彦，小林　　裕，高澤　謙二*，井上　秀範

38. Session1
『抗凝固薬におけるアピキサバンの位
置づけ』

TAKAO de Cardiology 1st
（2015.10.8）東京

今井　靖子

39. 透視における心陰影と 28 mm径クラ
イオバルーンの位置関係による横隔
神経障害の予期

カテーテルアブレーショ
ン 関 東 秋 季 大 会
（2015.10.16）福島

齋藤友紀雄，五関　善成，寳田　　顕，矢崎　義直，
里見　和浩，山科　　章

40. クライオアブレーション中に発生し
た冠攣縮性狭心症の 2例

カテーテルアブレーショ
ン 関 東 秋 季 大 会
（2015.10.16）福島

寺澤　無量，里見　和浩，佐々木雄一，冨士田康宏，
角田　泰彦，高橋　聡介，相賀　　護，渡邉　圭介，
喜納　峰子，大島　一太，小林　　裕，笠井　督雄，
田中　信大

41. 心臓の本当のリスクがわかる核医学
検査

合 同 市 民 公 開 講 座
（2015.10.31）東京

笠井　督雄

42. 中強度運動負荷併用アデノシン負荷
心筋血流 SPECTの有用性

第 55回日本核医学会学
術総会（2015.11.7）横浜

笠井　督雄，相賀　　護，高橋　聡介，大島　一太，
佐々木雄一，冨士田康宏，田中　信大，山科　　章

43. 重症冠動脈疾患における中強度運動
併用アデノシン負荷心筋 SPECTの付
加的診断価値

第 55回日本核医学会学
術総会（2015.11.7）横浜

笠井　督雄，相賀　　護，高橋　聡介，大島　一太，
佐々木雄一，冨士田康宏，田中　信大，山科　　章

44. 血行動態の保たれている多量心膜液
貯留に対し，心膜液ドレナージを行う
ことにより腎不全改善し透析より離
脱が可能であった一例

第 63回東京医科大学循
環器研究会（2015.12.19）
東京

冨士田康宏，外間　洋平，佐々木雄一，寺澤　無量，
角田　泰彦，高橋　聡介，相賀　　護，渡邉　圭介，
大島　一太，喜納　峰子，小林　　裕，里見　和浩，
笠井　督雄，田中　信大

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 日本心臓財団・日本循環器学会
「心臓」2014年　年間優秀査読賞

「 心 臓 」 編 集 委 員 会
（2015.1.20）

笠井　督雄

2. 日本心臓財団・日本循環器学会
「心臓」2015年　年間優秀査読賞

「 心 臓 」 編 集 委 員 会
（2015.12.15）

笠井　督雄

糖尿病・内分泌・代謝内科

【教育】
「到 達 目 標」　クリニカルクラークシップで当科選択時の目標は，1）内分泌代謝疾患の病態の把握と診断技術の習得を通して，

「考える医療」を行うことを学ぶ。2）患者とのコミュニケーションを確立できる医師となることを学ぶ。3）「チー
ム医療」の一員であることを自覚する医師となることを学ぶ，の 3つである。

「現 状 説 明」　上記目標の中で，2）と 3）を重視している。糖尿病患者の病態把握は重要であるが，同時に教育入院目的の糖
尿病患者がどのレベルの医学知識を学んでいるのかを把握することは，「患者とのコミュニケーションの確立」
や「医療チームとの情報交換」において不可欠であるため，午前・午後開催の糖尿病教室に出席し，教育入院プ
ログラムを体験する。

「点検・評価」　口頭試問や科長回診前のプレゼンテーションで評価，また科長回診後に開催する科のカンファレンスでは，医局
員全員でレポートの評価も含めて総合評価している。

「改 善 方 策」　評価が医師主体であり，今後は教育にタッチしているコメディカルからも評価してもらう。
「目標・改善方策の達成度」　科長回診前のプレゼンテーションには，病棟担当の管理栄養士と薬剤師，当科で雇用している運動

療法担当の理学療法士にも参加してもらい，学生の評価に加わってもらっている。
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2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 645S

【研究】
「到 達 目 標」　NPO法人西東京臨床糖尿病研究会所属の基幹病院との共同研究が盛んで，その成果を報告することでこの地域

の糖尿病診療のレベルアップに貢献する。
「現 状 説 明」　同研究会を中心に，コメディカルスタッフの育成に力を入れながら，共同研究の成果を学会発表している。また

当科単独では，糖尿病の薬物療法や症例報告を中心に発表している。主な学会は，日本内科学会，日本糖尿病学
会，日本内分泌学会，日本腎臓学会，日本透析医学会，日本糖尿病眼学会，日本糖尿病合併症学会，日本肥満学
会である。

「点検・評価」　全国規模の学会発表は，2011年 54題，2012年 50題，2013年 40題，2014年 29題，2015年 38題，特に日本糖
尿病学会年次学術集会では，2011年 38題，2012年 29題，2013年 22題，2014年 18題，2015年 22題で，発表
演題数は減少傾向を示している。

「改 善 方 策」　診療や教育にかける時間の増加に伴い演題数が減ってきており，今後は年間の学会の演題申込み予定をあらかじ
め明示し，それに合わせて早めの演題申込み準備に心掛ける。

「目標・改善方策の達成度」　学会の年間スケジュールに合わせて，早めの演題申込みができてきた。
【診療】
「到 達 目 標」　多摩地域の糖尿病診療の基幹病院として，八王子市ならびにその周辺の市町村の医療機関とのより良い診療連携

を目指す。
「現 状 説 明」　二人主治医制による地域密着型の医療連携システムとして，「八王子糖尿病ネットワーク（HADNet）」を 1998

年に立ち上げた。活動の一環として，糖尿病症例検討会を年 3回開催（2016年 6月で 92回）し，開業医と患者
情報を共有し，治療方針を一緒に検討しながら診療を進めている。

「点検・評価」　治療方針が決まり，HbA1cが 7%未満に改善した段階で，紹介医への逆紹介を心がけている。この方針には，
2006年に定期受診患者数が 3,320名まで増加し，当科の人員から見て管理能力を超えて，外来診療の質の低下が
懸念された背景がある。毎年 3月 31日には通院患者数を概算しているが，2007年 3月末 3,016名，2008年 3月
末 2,854名 ････2016年 3月末 2,850名と適切な患者数になっている。

「改 善 方 策」　さらに顔の見える連携推進のために，糖尿病症例検討会への参加者の拡大を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　糖尿病症例検討会には医師のみならず，調剤薬局の薬剤師，行政所属の保健師を含めた各施設のコ

メディカルスタッフにも参加を呼びかけ，その参加者は増加してきている。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　多摩地域の住民に対する糖尿病の啓蒙活動ならびに医師ならびにコメディカルスタッフに対する糖尿病診療のス

キルアップを目指す。
「現 状 説 明」　東京都糖尿病医療連携協議会南多摩圏域代表ならびに南多摩圏域糖尿病医療連携検討会会長として，南多摩保健

医療圏における医科・歯科・薬科連携を推進するために，「糖尿病連携手帳」に付記する連携小冊子の配布，医師・
歯科医・薬剤師参加のスキルアップセミナーの開催等を行った。また八王子部会では，医師会の支部会ごとに医
師・歯科医・薬剤師合同の症例検討会を年 2回ペースで開催した。

「点検・評価」　上記内容をほぼ予定通り実施し，セミナーと症例検討会とも，参加者に好評であった。
「改 善 方 策」　いずれの会も参加者の満足度は高かったが，参加者・参加施設の拡大が今後の課題である。
「目標・改善方策の達成度」　いずれの会の参加者も横ばいで，参加者の拡大にはつながっていない。

I.　著書
1. 各論 XI 糖尿病メモ　9 運動器疾患：
糖尿病合併症と運動器疾患

メディカルビュー社，糖
尿病の理学療法 292-294, 
2015

天川　淑宏
（監修：清野　　裕*，門脇　　孝*，南條輝志男*，編集：
大平　雅美*，石黒　友康*，野村　卓生*）

2. 各論 XI 糖尿病メモ　9 運動器疾患：
日常生活の身体活動に影響を及ぼす
運動器疾患

メディカルビュー社，糖
尿病の理学療法 295-301, 
2015

天川　淑宏
（監修：清野　　裕*，門脇　　孝*，南條輝志男*，編集：
大平　雅美*，石黒　友康*，野村　卓生*）

3. コンサルト 34　高齢になると薬が変
わる ?　～高齢者の管理目標と薬剤選
択～

金芳堂，こんな時どうす
れば !? 糖尿病・血糖管
理コンサルタント，306-

312, 2015

松下　隆哉
（監修：深川　雅史*，編集：貴田岡正史*，豊田　雅夫*）
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III.　学術刊行物
A1. シンポジウム 2：糖尿病網膜症の管
理・治療で連携・共有すべき全身情報：
糖尿病眼手帳を活用した糖尿病網膜
症の管理

日本糖尿病眼学会誌 
19：32-36, 2014

大野　　敦

B1. 糖尿病診療でみんなが困る疑問を集
めました。血糖コントロールがうまく
いくコツ：第 3章 入院診療の疑問 
3.白内障術前の血糖コントロールは ?

レジデントノート 16（17 
増刊）：3256-3264, 2015

大野　　敦

2. パネルディスカッション：実臨床下で
の低血糖対策を考える「食事・運動療
法に伴う低血糖の実例と留意点」

TCS（東京糖尿病治療セ
ミ ナ ー）NEWS 60：5, 
2015

大野　　敦

3. 特集：糖尿病性腎症の治療マネージメ
ント－いざというときに役立つ療養
指導のスキル：糖尿病性腎症の運動療
法のポイント

月 刊 薬 事 57（3）：403-

411, 2015
天川　淑宏

4. 特集：糖尿病網膜症の診断と治療 7.
眼科と内科の診療連携

月 刊 糖 尿 病 7（10）：
53-60, 2015

大野　　敦

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 有酸素運動とレジスタンストレーニ
ングを取り入れた糖尿病運動療法

第 49 回糖尿病学の進
歩：シンポジウム 2：運
動 療 法 u p-t o-d a t e
（2015.2.20）岡山シティ
ミュージアム

天川　淑宏

2. 糖尿病網膜症患者に寄り添うケア：
［基調講演］糖尿病網膜症との上手な
付き合い方を患者さんにわかりやす
く伝えるためのポイント

第 20回日本糖尿病眼学
会総会 コメディカルプ
ロ グ ラ ム I（2015.3.7）
御茶ノ水

大野　　敦

3. 糖尿病網膜症に対する失明対策ツー
ル：糖尿病眼手帳 L4-2 糖尿病眼手帳
の内科での活用を考える

第 20回日本糖尿病眼学
会総会 ランチョンシン
ポジウム（2015.3.7）御
茶ノ水

大野　　敦

4. 糖尿病網膜症のマネジメント～内科
医と眼科医のそれぞれの立場から～：
内科医が考える糖尿病網膜症の管理
～血糖管理から眼科連携まで～

第 21回日本糖尿病眼学
会総会 ランチョンセミ
ナ ー 4（2015.11.28） ウ
インクあいち

大野　　敦

B1. 多摩地域の内科医におけるインスリ
ン療法の選択状況に関するアンケー
ト調査

第 52回日本糖尿病学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.1.24）パシフィコ
横浜

大野　　敦，植木　彬夫，小谷英太郎*，住友　秀孝*，
関口　芳弘*，宮川　高一*

2. IA-2抗体陽性，GAD抗体低抗体価の
中年女性 2例

第 12回西東京インスリ
ン治療研究会（2015.2.28）
パレスホテル立川

梶　　明乃，永田　卓美，梶　　邦成，臼井　崇裕，
松下　隆哉，大野　　敦

3. 第 1部　テーマ I「well-agingのため
に糖尿病診療に求められるものはな
にか ?」

第 1 回 糖 尿 病 と well-
aging研究会（2015.3.28）
新宿 NSスカイカンファ
レンス

松下　隆哉
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2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 647S

4. 多摩地域の内科医対象のアンケート
調査結果から見たインスリン療法の
実施状況に関する年次推移

第 112回日本内科学会講
演会（2015.4.10）みやこ
メッセ

大野　　敦，植木　彬夫，小谷英太郎*，住友　秀孝*，
関口　芳弘*，宮川　高一*

5. リサーチマインドをもつ療養指導士
の育成のためのセミナー

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山口

桐林　美緒*，植木　彬夫，藤井　仁美*，矢島　　賢*，
井上　　岳*，森　　貴幸*，名嘉間香小里*，國貞　真世*，
亀山　明美*，豊島　麻美*，森下　　信*，大野　　敦，
川越　宣明*，杉山　　徹*，鈴木　洋介*，住友　秀孝*，
関口　芳弘*，中西里永子*，松下　隆哉，宮城　調司*，
吉田　敦行*，渡邊　祐子*，宮川　高一*，貴田岡正史*

6. 西東京地域における糖尿病患者に対
する災害医療構築にむけた取り組み

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山口

西村　一弘*，小林　庸子*，豊島　麻美*，横内　砂織*，
菅原加奈美*，森　　貴幸*，富永　晴朗*，長島　香織*，
和田　　茜，北村　竜一*，関口　芳弘*，大野　　敦，
長谷川美紀*，辻野　元祥*，矢島　　賢*，菅野　一男*，
植木　彬夫，宮川　高一*，貴田岡正史*

7. 糖尿病災害医療対策プロジェクトの
活動経過～「糖尿病災害時サバイバル
マニュアル」を用いた災害対策セミ
ナーの意識調査～

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山口

菅原加奈美*，長島　香織*，豊島　麻美*，小林　庸子*，
富永　晴朗*，西村　一弘*，長谷川美紀*，森　　貴幸*，
横内　砂織*，和田　　茜，北村　竜一*，矢島　　賢*，
関口　芳弘*，住友　秀孝*，辻野　元祥*，大野　　敦，
菅野　一男*，宮川　高一*，植木　彬夫，貴田岡正史*

8. 多摩地域における「なぜ糖尿病患者さ
んは糖質制限にはしるのか ?」ワーク
ショップ第 1報～事前アンケート集計
結果

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山口

永田　美和，深谷　祥子，布川かおる*，山崎　　浩*，
藤村　仁美*，岩田　　薫*，渡邊　祐子*，宮川　高一*，
川越　宣明*，中西里永子*，杉山　　徹*，鈴木　洋介*，
住友　秀孝*，関口　芳弘*，藤井　仁美*，松下　隆哉，
宮城　調司*，矢島　　賢*，吉田　敦行*，大野　　敦，
植木　彬夫，貴田岡正史*

9. 多摩地域における「なぜ糖尿病患者さ
んは糖質制限にはしるのか ?」ワーク
ショップ第 2報～ワークショップの実
際

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山口

藤村　仁美*，永田　美和，深谷　祥子，布川かおる*，
山崎　　浩*，岩田　　薫*，渡邊　祐子*，宮川　高一*，
鈴木　洋介*，藤井　仁美*，松下　隆哉，宮城　調司*，
矢島　　賢*，住友　秀孝*，大野　　敦，植木　彬夫，
貴田岡正史*

10. リナグリプチンの高齢糖尿病患者に
おける有用性と安全性の検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

粟根　尚子，植木　彬夫，松下　隆哉，永田　卓美，
梶　　明乃，梶　　邦成，臼井　崇裕，廣田　悠祐，
旭　　暢照，佐藤　知也，大野　　敦，高村　　宏*

11. 糖尿病災害医療対策プロジェクトの
活動経過～「糖尿病災害時サバイバル
マニュアル」と「糖尿病災害医療マ
ニュアル」の普及活動～

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

冨永　晴郎*，西村　一弘*，小林　庸子*，豊島　麻美*，
横内　砂織*，菅原加奈美*，森　　貴幸*，長島　香織*，
和田　　茜，長谷川美紀*，北村　竜一*，関口　芳弘*，
大野　　敦，辻野　元祥*，矢島　　賢*，菅野　一男*，
宮川　高一*，植木　彬夫，貴田岡正史*

12. 外来栄養指導患者が希望する炭水化
物比率別の臨床背景の比較

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

大和　千尋*，髙木　陽子*，関　　典子*，小沼　智子*，
吉原　知明*，大野　光代*，鈴木　孝典*，植木　彬夫，
大野　　敦

13.「第 19回糖尿病療養担当者のためのセ
ミナー」，多施設・多職種で高齢糖尿
病患者管理を学ぶ分科会「高齢者糖尿
病へのアプローチ」ワークショップの
試み

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

町田　明子*，松下　隆哉，宮城　調司*，野口　武志*，
栗栖　啓允*，高橋　大悟*，野添　美枝*，金川　千恵*，
酒井眞知子*，川越　宣明*，中西里永子*，吉田　敦行*，
杉山　　徹*，関口　芳弘*，渡邊　祐子*，植木　彬夫，
宮川　高一*，大野　　敦，住友　秀孝*，貴田岡正史*

14. SMBG指導者育成のためのワーク
ショップの試み－体験型プログラム
の妥当性の検討－（第 2報）

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

長田　麻未*，大野　　敦，杉山　　徹*，関口　芳弘*，
田中　三広*，宮澤　孝仁*，内田せつ子*，星　　一代*，
浅田　美子*，青木　裕子*，黒木マリ子*，玉手　重美*，
松下　隆哉，宮城　調司*，藤井　仁美*，矢島　　賢*，
鈴木　洋介*，住友　秀孝*，宮川　高一*，植木　彬夫，
貴田岡正史*
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著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌648S

15. 糖尿病性腎症病期分類改訂前後の病
期別の 2型糖尿病入院患者数の分布と
臨床背景の比較

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

大野　　敦，粟根　尚子，永田　卓美，廣田　悠祐，
梶　　明乃，梶　　邦成，臼井　崇裕，松下　隆哉，
旭　　暢照，佐藤　知也，植木　彬夫

16. 効果的な運動に欠かせない至適運動
強度への個別指導が血糖改善に至っ
た症例

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

天川　淑宏，粟根　尚子，臼井　直子，緒方　京子，
永田　卓美，梶　　明乃，梶　　邦成，臼井　崇裕，
松下　隆哉，廣田　悠祐，旭　　暢照，佐藤　知也，
植木　彬夫，大野　　敦

17. 多摩地域における多職種参加型運動
ワークショップの報告　その 1－皮膚
科医が伝えたいこと－

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

鈴木　洋介*，住友　秀孝*，山口ゆり子*，小池日登美*，
松本　麻里*，渡部　一美*，高瀬　慎輔*，長谷川美紀*，
安達　枝里*，川越　宣明*，中西里永子*，吉田　敦行*，
杉山　　徹*，関口　芳弘*，渡邊　祐子*，大野　　敦，
宮川　高一*，植木　彬夫，貴田岡正史*

18. 多摩地域における多職種参加型運動
ワークショップの報告　その 2－極み
2014　正しいラジオ体操の方法を極
めていただきます－

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

山口ゆり子*，住友　秀孝*，鈴木　洋介*，小池日登美*，
松本　麻里*，渡部　一美*，高瀬　慎輔*，長谷川美紀*，
安達　枝里*，川越　宣明*，中西里永子*，吉田　敦行*，
杉山　　徹*，関口　芳弘*，渡邊　祐子*，大野　　敦，
宮川　高一*，植木　彬夫，貴田岡正史*

19. 糖尿病運動療法指導者育成のための
セミナー 2014の報告

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

青木　慶司*，永田　美和，天川　淑宏，小池日登美*，
井上　　岳*，西村　一弘*，原　　純也*，藤原　恵子*，
鈴木　順子*，松本　麻里*，深谷　祥子，脇田　由香，
渡部　一美*，高橋　大悟*，高瀬　慎輔*，山口　奈津*，
貴田岡正史*，植木　彬夫

20. 地域における糖尿病運動療法指導者
育成のためのセミナー　～7年間を振
り返ってみて～

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山口

高橋　大悟*，天川　淑宏，小池日登美*，井上　　岳*，
西村　一弘*，原　　純也*，藤原　恵子*，鈴木　順子*，
松本　麻里*，深谷　祥子，青木　慶司*，脇田　由香，
渡部　一美*，永田　美和，高瀬　慎輔*，山口　奈津*，
貴田岡正史*，植木　彬夫

21. SGLT2阻害薬投与時の HbA1cと体重
の推移における乖離に対する併用薬
の関わり

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
山口

松下　隆哉，植木　彬夫，粟根　尚子，永田　卓美，
梶　　明乃，梶　　邦成，臼井　崇裕，廣田　悠祐，
旭　　暢照，佐藤　知也，大野　　敦，高村　　宏

22. SMBG指導者育成のためのワーク
ショップの試み－症例検討を用いた
多職種混合グループディスカッショ
ンの有用性 ?－（第 2報）

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
山口

宮澤　孝仁*，大野　　敦，杉山　　徹*，関口　芳弘*，
田中　三広*，長田　麻未*，内田せつ子*，星　　一代*，
浅田　美子*，青木　裕子*，黒木マリ子*，玉手　重美*，
松下　隆哉，宮城　調司*，藤井　仁美*，矢島　　賢*，
鈴木　洋介*，植木　彬夫，宮川　高一*，住友　秀孝*，
貴田岡正史*

23. 糖尿病療養担当者のためのセミナー
「はじめてコース」参加者の追跡調査

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
山口

波田　博文*，吉田　敦行*，川越　宣明*，中西里永子*，
伊藤　幸恵*，加藤　浩子*，嶋田　紗知*，菅原加奈美*，
田村奈美子*，得田　保雄*，中澤　　舞*，深田かおり*，
宮田　　弥*，村田　里佳*，鈴木　洋介*，藤井　仁美*，
松下　隆哉，宮城　調司*，矢島　　賢*，住友　秀孝*，
大野　　敦，宮川　高一*，植木　彬夫，貴田岡正史*

24. デグルデグに変更した 1型糖尿病患者
の臨床背景

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
山口

臼井　崇裕，粟根　尚子，梶　　明乃，梶　　邦成，
松下　隆哉，旭　　暢照，佐藤　知也，大野　　敦，
植木　彬夫

25. 糖尿病患者における服薬回数減少に
よる臨床データへの影響と患者満足
度の検討

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
山口

梶　　邦成，大野　　敦，松下　隆哉，臼井　崇裕，
梶　　明乃，永田　卓美，天川　淑宏，粟根　尚子，
植木　彬夫，佐藤　知也，旭　　暢照，廣田　悠祐

26. 多摩地域の内科医対象のアンケート
調査結果から見た経口血糖降下薬の
実施状況に関する年次推移

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
山口

関口　芳弘*，大野　　敦，植木　彬夫，小谷英太郎*，
住友　秀孝*，宮川　高一*
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学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 649S

27. 糖尿病性腎症病期分類改訂前後の病
期別の 2型糖尿病入院患者数と臨床背
景の比較（第 2報）

第 58回日本腎臓学会学
術総会（2015.6.6）名古
屋国際会議場

大野　　敦，粟根　尚子，梶　　邦成，臼井　崇裕，
松下　隆哉

28. 服薬回数減少による臨床データの影
響と患者満足度の検討

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）新
宿

梶　　邦成，大野　　敦，松下　隆哉，臼井　崇裕，
永田　卓美，小林　高明

29. 糖尿病透析患者における糖尿病眼手
帳を用いた糖尿病黄斑症の検討

第 60回日本透析医学会
学術集会（2015.6.26）パ
シフィコ横浜

大野　　敦，粟根　尚子，梶　　邦成，臼井　崇裕，
松下　隆哉，入江　康文*

30. 内科医対象のアンケート調査結果か
ら見たインスリン療法の実施状況に
関する年次推移

第 32回神奈川糖尿病研
究会（2015.6.27）ホテル
横浜キャロメットジャパ
ン

大野　　敦，植木　彬夫，小谷英太郎*，住友　秀孝*，
関口　芳弘*，宮川　高一*

31. 日常身体活動における歩数（steps/
day）と運動強度（Mets/day）の関係

第 15回日本糖尿病情報
学 会 年 次 学 術 集 会
（2015.8.29）赤坂：海運
倶楽部

天川　淑宏，粟根　尚子，臼井 直子，緒方　京子，
大野　　敦，植木　彬夫

32. 多摩地域での糖尿病情報発信と医療
連携－糖尿病治療多摩懇話会での試
み－

第 15回日本糖尿病情報
学 会 年 次 学 術 集 会
（2015.8.29）赤坂：海運
倶楽部

植木　彬夫，大野　　敦，小谷英太郎*，住友　秀孝*，
関口　芳弘*，宮川　高一*

33. 内科・眼科連携手段としての糖尿病眼
手帳の普及への取り組み
－内科医・眼科医へのアンケート調査
から見えてきたもの－

第 15回日本糖尿病情報
学 会 年 次 学 術 集 会
（2015.8.29）赤坂：海運
倶楽部

大野　　敦

34. SGLT2阻害薬投与時の HbA1cと体重
の推移における乖離に対する併用薬
の関わり

第 36 回日本肥満学会
（2015.10.2）名古屋国際
会議場

松下　隆哉，植木　彬夫，粟根　尚子，永田　卓美，
梶　　邦成，臼井　崇裕，廣田　悠祐，旭　　暢照，
佐藤　知也，高村　　宏，大野　　敦

35. 糖尿病患者におけるシタグリプチン
の臨床効果－メトホルミン先行使用
例と未使用例の比較－（第 2報）

第 36 回日本肥満学会
（2015.10.2）名古屋国際
会議場

大野　　敦，粟根　尚子，永田 卓美，梶　　邦成，
臼井　崇裕，小林　高明，松下　隆哉，廣田　悠祐，
旭　　暢照，佐藤　知也，植木　彬夫

36. DKAで発症し敗血症性肺塞栓症を合
併した 1型糖尿病の 1例

第 176回東京医科大学医
学会総会（2015.11.7）新
宿

永田　卓美，大野　　敦，松下　隆哉，安部　浩則，
小田原雅人，須田　慎吾，上野　琢哉，池田　寿昭

37. 多摩地域の眼科医における糖尿病眼
手帳に対する意識調査－発行半年～
13年目の推移－

第 30回日本糖尿病合併
症学会（2015.11.27）愛
知県産業労働センター

大野　　敦，粟根　尚子，永田　卓美，梶　　邦成，
小林　高明，松下　隆哉

38. 多摩地域における糖尿病と CKDに関
するアンケート調査（第 2報）

第 30回日本糖尿病合併
症学会（2015.11.27）愛
知県産業労働センター

大野　　敦，植木　彬夫，小谷英太郎*，住友　秀孝*，
関口　芳弘*，宮川　高一*

39. 眼科医における糖尿病眼手帳の第 3版
に関するアンケート調査

第 21回日本糖尿病眼学
会総会（2015.11.28）愛
知県産業労働センター

大野　　敦，粟根　尚子，永田　卓美，梶　　邦成，
小林　高明，松下　隆哉

40. 下垂体茎腫脹が口渇に先行した IgG4
関連下垂体炎の 1例

第 25回臨床内分泌代謝
Update（2015.11.28） 東
京国際フォーラム

永田　卓美，松下　隆哉，梶　　邦成，臼井　崇裕，
小林　高明，旭　　暢照，岡田　拓朗，一和多俊男，
大野　　敦

41. 下垂体茎腫脹が口渇に先行した IgG4
関連下垂体炎の 1例

第 74回西東京内分泌代
謝研究会（2015.12.7）

永田　卓美，松下　隆哉，梶　　邦成，臼井　崇裕，
小林　高明，旭　　暢照，岡田　拓朗，一和多俊男，
大野　　敦
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V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 講演「最近の高血圧治療について」 持田製薬（株）多摩事業

所 社 員 教 育 講 演
（2015.1.14）立川

松下　隆哉

2. 講演「糖尿病薬物治療における
SGLT2阻害薬の位置付けについて」

アステラス製薬（株）八
王子営業所社内勉強会
（2015.1.19）八王子

松下　隆哉

3. 基調講演「多摩地域における脂質異常
症管理の現状と対策」&ディスカッ
ション

興和創薬（株）社内勉強
会（2015.1.21）日本橋

大野　　敦

4. 特別講演「高齢者糖尿病治療における
トラゼンタの有用性」

腎機能を見据えた糖尿病
治療戦略とは（2015.1.22）
甲府

松下　隆哉

5. 代表世話人：特別講演座長 第 8 8 回 H A D N e t
（2015.1.23）八王子

大野　　敦

6. 症例検討：コメンテーター 平成 26年度第 2回八王
子市医師会・歯科医師会・
薬剤師会 3師会合同糖尿
病症例検討会（2015.1.28）
八王子

大野　　敦，山本　直之*

7. ミニレクチャー「南多摩圏域糖尿病治
療マニュアルの活用法」

平成 26年度第 2回八王
子市医師会・歯科医師会・
薬剤師会 3師会合同糖尿
病症例検討会（2015.1.28）
八王子

大野　　敦

8. 話題提供「甲状腺中毒症について」 第 8回東京医科大学八王
子医療センター総合診療
科 地域連携症例検討会
（2015.2.2）八王子

松下　隆哉

9. 事例検討会「整形外科的治療には至ら
ないが運動器（膝関節）に支障があり
身体活動に制限をきたした症例への
指導介入」

東京臨床糖尿病運動療法
研究会第 3回運動療法検
討会（2015.2.5）立川

天川　淑宏

10. ケーススタディ 2：食事療法，運動療
法の進め方，薬物療法，血糖自己測定

日本糖尿病療養指導士認
定機構主催「第 12回認
定更新者用講習会（平成
26 年度」（2015.2.7）東
京

天川　淑宏

11. 講演 2「多摩地域における糖尿病患者
の医療連携の取り組み」

TAMA協会「医療イノ
ベーションフォーラム」
（2015.2.12）八王子

大野　　敦

12. 講演 1「当院の GLP-1受容体作動薬
について」

Bydureon Round Table 
Meeting（2015.2.18） 八
王子

松下　隆哉，牛川　憲司*

13. 南多摩圏域糖尿病医療連携検討会代
表

平成 26年度南多摩地域
保険医療協議会地域医療
システム化推進部会
（2015.2.24）多摩

大野　　敦

14. 特別講演「高齢者糖尿病を診るポイン
ト～認知障害への対応を中心に～」

健康寿命を考える会 in 
IMABARI（2015.2.27）
今治

松下　隆哉
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15. 講演「糖尿病薬物治療の適正使用を考
える～DPP4阻害剤と SGLT2阻害剤を
中心に～」

田辺三菱製薬（株）多摩
第二営業所 講師招聘勉
強会（2015.3.2）日野

松下　隆哉

16. 基調講演「糖尿病網膜症の治療中断を
防ぐ内科・眼科連携の試み」

糖尿病内科眼科診療連携 
Focus Interview（2015.3.4）
八王子

大野　　敦

17. Lecture「2型糖尿病治療を再考する～
SGLT2阻害剤が適する症例とは～」

Diabetes Meeting for Cir-
culation（2015.3.18） 八
王子

松下　隆哉

18. Discussion「新規作用機序の SGLT2阻
害薬をどのような症例に使うべきか」

Diabetes Meeting for Cir-
culation（2015.3.18） 八
王子

森島　孝行*，松下　隆哉

19. Session 2：症例検討 第 8 9 回 H A D N e t
（2015.3.20）八王子

岡田　寿郎

20. 会長－司会進行 平成 26年度第 2回南多
摩保健医療圏糖尿病医療
連携検討会（2015.3.27）
多摩

大野　　敦

21. 講演「糖尿病と認知症」 平成 26年度 南多摩圏域
糖尿病医療連携検討会 
糖尿病スキルアップセミ
ナー（2015.3.29）多摩

松下　隆哉

22. 講演「糖尿病とロコモティブシンド
ローム」

平成 26年度 南多摩圏域
糖尿病医療連携検討会 
糖尿病スキルアップセミ
ナー（2015.3.29）多摩

天川　淑宏

23. 合同シンポジウム：テーマ「医療連携
の実践～スムーズな紹介・逆紹介の障
害因子を考える～」：基調講演

平成 26年度 南多摩圏域
糖尿病医療連携検討会 
糖尿病スキルアップセミ
ナー（2015.3.29）多摩

大野　　敦

24. 合同シンポジウム：テーマ「医療連携
の実践～スムーズな紹介・逆紹介の障
害因子を考える～」：パネルディス
カッション

平成 26年度 南多摩圏域
糖尿病医療連携検討会 
糖尿病スキルアップセミ
ナー（2015.3.29）多摩

宮川　高一*，江口　浩子*，大野　　敦，松下　隆哉，
小澤　幸彦*，田島　賢一*，渡部　啓子*

25. 代表世話人：Session1～3司会 第 8 9 回 H A D N e t
（2015.3.20）八王子

大野　　敦

26. 講演「これからの DPP4阻害薬のポジ
ショニング」

協和発酵キリン（株）社
員研修会（2015.4.1）八
王子

松下　隆哉

27. 講演「糖尿病との上手な付き合い方 
パート 2～糖質制限食から最新の薬物
療法まで～」

第 22回東京医科大学八
王子医療センター市民公
開講座（2015.4.4）八王
子

大野　　敦

28. トピック「あなたは糖尿病の災害対策
に自信がありますか ～災害時のサバ
イバルマニュアルを教えます～」

第 18回川崎糖尿病市民
講座（2015.4.5）川崎

大野　　敦

29. 講演「SGLT2阻害薬の安全性と有効
性」

興和創薬（株）社内講演
会（2015.4.9）相模原

松下　隆哉

30. 第 3演題「ココロが動く運動療法の見
える化」

（社）東京臨床糖尿病医
会 第 147 回 例 会
（2015.4.18）東京

天川　淑宏
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31. 地域世話人 ASGL Conference 2015
（2015.4.19）東京

大野　　敦

32. ディスカッションテーマ「使用経験を
踏まえた SGLT2阻害薬の適正使用に
ついて」

南多摩地区 ASGL Con-
ference エリアアドバイ
ザリーボード（2015.4.23）
八王子

大野　　敦，小澤　幸彦*，藤井　仁美*

33. 講演「市民講座のアンコール：糖尿病
との上手な付き合い方 パート 2～糖質
制限食から最新の薬物療法まで～」

ぎんなんの会平成 27年
度定期総会（2015.5.16）
八王子

大野　　敦

34. 講演「Weekly GLP-1 agonistを参考に
したWeekly DPP-4 阻害薬の可能性」

武田薬品工業（株）社外
講師勉強会（2015.5.25）
立川

松下　隆哉

35. ディスカッション：テーマ「Basal 
Insulinの適正使用と効果的な使用方
法」

Basal Insulin Advisory 
Board（2015.5.27）東京

宮川　高一*，佐藤　文紀*，杉山　　徹*，保坂　利男*，
松下　隆哉，六本木千尋*

36. 南多摩圏域糖尿病医療連携検討会会
長挨拶

平成 27年度南多摩圏域
糖尿病医療連携検討会八
王子部会：第 1回打ち合
せ（2015.5.27）八王子

大野　　敦

37. 基調講演座長・閉会の辞 第 7回南多摩地区糖尿病
合併症講演会（2015.5.28）
多摩

大野　　敦

38. テーマ「糖尿病疾患の診断方法，治療
戦略，患者教育について」

フォーカスグループイン
タビュー（2015.5.28）東
京

松下　隆哉

39. パネルディスカッション「処方すべき
糖尿病治療薬について考える」

The Choice of Diabetes 
Drugs Conference in 昭島
（2015.6.8）東京

大野　　敦，植木　彬夫，北村　忠弘*，柳田　和弘*

40. 講演「GLP-1受容体作動薬について」 Bydureon Round Table 
Meeting（2015.6.11） 八
王子

松下　隆哉

41. ディスカッション：テーマ「GLP-1受
容体作動薬の治療ポジショニングに
ついて～今後の病診連携を考える～」

Bydureon Round Table 
Meeting（2015.6.11） 八
王子

柳田　和弘*，松下　隆哉，牛川　憲司*

42. 講演「糖尿病運動療法の見える化 “動
けるカラダと動きたくなるココロ”」

第 3回埼玉糖尿病看護セ
ミナー（2015.6.14）大宮

天川　淑宏

43. 第一部：レクチャータイム「年齢を考
慮した糖尿病治療戦略～リナグリプ
チンの使用経験から～」

DM治療を考える若手医
師の会（2015.6.15）立川

松下　隆哉

44. Discussion：テーマ「糖尿病患者の高
齢化に向けて　運動療法と薬物療法
の観点から」

第 4 回  D&D Forum
（2015.6.15）府中

植木　彬夫，天川　淑宏，太田　晃一*，宮川　高一*，
山口　晴保*

45. 特別講演「臨床試験を糖尿病診療に役
立てるためのピットフォール」

糖尿病治療セミナー
（2015.6.17）立川

松下　隆哉

46. Discussion：テーマ「糖尿病治療につ
いての疑問」

糖尿病治療セミナー
（2015.6.17）立川

朝比奈崇介*，矢島　　賢*，松下　隆哉

47. 講演①「糖尿病網膜症の治療中断を防
ぐ内科・眼科連携の試み」

中央区・江東区内科眼科
連携講演会（2015.6.17）
東京

大野　　敦

48. 代表世話人：Session1,2司会 第 9 0 回 H A D N e t
（2015.6.19）八王子

大野　　敦
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49. Session 1：症例検討 第 9 0 回 H A D N e t
（2015.6.19）八王子

小島　亜希

50. 講義「メタボリックシンドロームの予
防」

平成 27年度小金井市健
康づくりフォローアップ
指導事業：メタボリック
シンドローム予防教室
（2015.6.20）東京

大野　　敦

51. 開会の辞「多摩地域の内科医対象のア
ンケート調査結果から見たインスリ
ン療法の実施状況に関する年次推移」

第 18回西東京糖尿病心
理と医療研究会：インス
リンマスターセミナー
（2015.6.20）東京

大野　　敦

52. 講演「歩く運動を効果的に行うための
3つのポイント（FOREST）」

第 20回茨城県糖尿病協
会 糖 尿 病 勉 強 会
（2015.6.21）茨城

天川　淑宏

53. 講演「糖尿病治療薬の動向～効果的に
新規治療薬を使いこなす～」

Tsukui-Hachioji Diabetes 
N e t w o r k  M e e t i n g
（2015.6.22）相模原

松下　隆哉

54. 講演「新規糖尿病治療薬の活かし方～
DPP-4阻害薬と SGLT2阻害薬～」

八王子西部地区糖尿病連
携 Meeting（2015.6.23）
八王子

松下　隆哉

55. Discussion：テーマ「日頃疑問に思わ
れている点の意見交換」

八王子西部地区糖尿病連
携 Meeting（2015.6.23）
八王子

田中　伸幸，松下　隆哉

56. 基調講演「肥満患者に対する科科連携
と病診連携によるトータルケア」

八 王 子 地 区 Network 
Meeting（2015.6.29） 八
王子

松下　隆哉

57. 会長挨拶，議事進行司会 平成 27年度第 1回南多
摩圏域糖尿病医療連携検
討会（2015.7.2）多摩

大野　　敦

58. 教育講演「明日から活かせる臨床・自
宅での運動指導のコツ～運動療法の
見える化（動きたくなるココロと動け
るカラダ）～」

第 30回滋賀県理学療法
学術集会（2015.7.5）滋
賀

天川　淑宏

59. ディベート「糖尿病の最適脂質量をど
う考えるか」－「脂質はトコトン減ら
すべき！」

平成 27年度西東京糖尿
病療養指導プログラム：
第 12回西東京病態栄養
研修会（2015.7.5）東京

松下　隆哉

60. 基調講演 2「週 1回服用 DPP-4阻害薬
の好適ポジションとは」

アドヒアランスを考えた
糖 尿 病 治 療 の 実 践
（2015.7.6）八王子

松下　隆哉

61. 私の療養指導 西東京 CDEの会：第 14
回例会（2015.7.11）府中

天川　淑宏

62. 講義 2「実際の糖尿病運動教室」 第 9回西東京糖尿病運動
指導スキルアップセミ
ナー（2015.7.12）八王子

天川　淑宏

63. 実技 1「有酸素運動をテーマとした指
導法」

第 9回西東京糖尿病運動
指導スキルアップセミ
ナー（2015.7.12）八王子

天川　淑宏

64. オープニング リマークス「メタボリッ
クシンドローム・糖尿病腎症への対応
に関するアンケート報告」

八王子 Diabetes Solution
（2015.7.15）八王子

大野　　敦
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65. Lecture「食事療法」 第 6回中東京臨床糖尿病
フォーラム（2015.7.21）
吉祥寺

松下　隆哉

66. Clinical Discussion：テーマ「糖尿病に
おける食事・運動療法」

第 6回中東京臨床糖尿病
フォーラム（2015.7.21）
吉祥寺

近藤　琢磨*，炭谷　由計*，松下　隆哉

67. 症例検討会：コメンテーター 平成 27年度第 1回八王
子地区 3師会合同糖尿病
症例検討会（2015.7.22）
八王子

大野　　敦，山本　直之*

68. 糖尿病専門医への質問への回答コー
ナー

平成 27年度第 1回八王
子地区 3師会合同糖尿病
症例検討会（2015.7.22）
八王子

大野　　敦，山本　直之*

69. 講演「糖尿病診療の ABC～食事療法
から薬剤選択まで～」

昭島地区病診連携検討会
（2015.7.23）昭島

大野　　敦

70. 講演「高齢 2型糖尿病における最新の
糖尿病治療戦略」

Diabetes Web 講 演 会
（2015.7.23）東京

松下　隆哉

71. ディスカッションテーマ「日本での処
方状況と今後の GLP-1受容体作動薬
のポジションについて」

GLP-1 Expert Meeting
（2015.7.28）東京

松下　隆哉

72. 講演「糖尿病領域における医療連携に
ついて」

アステラス製薬（株）社
内勉強会（2015.7.29）八
王子

大野　　敦

73. 生活習慣病（糖尿病など）の運動療法，
運動指導について

八王子市健康増進事業カ
ンファレンス（従事者研
修）（2015.7.30）八王子

天川　淑宏

74. 糖尿病高齢患者のサルコペニア・ロコ
モティブシンドローム

高 齢 者 医 療 研 修 会
（2015.7.31）多摩

天川　淑宏

75. 講演「八王子医療センターの外来時患
者さんの流れ」

テルモ（株）支店内講演
会（2015.8.5）東京

松下　隆哉

76. 眼科・内科連携座談会：ReviewIII「眼
科医との連携の実際，内科医側からみ
た連携の課題，コメディカルの啓蒙・
育成」

日経 CME 内科・眼科版 
座談会（2015.8.7）東京

大野　　敦

77. 会長挨拶，議事進行司会 平成 27年度第 1回南多
摩圏域糖尿病医療連携事
業 小委員会（2015.8.12）
多摩

大野　　敦

78. 講演「糖尿病腎症の病期分類改訂の背
景と腎症の治療ならびに診療連携に
ついて」

協和発酵キリン（株）外
部講師による社員研修会
（2015.8.26）府中

大野　　敦

79. 特別講演 1「有酸素運動とレジスタン
ストレーニングを取り入れた糖尿病
運動療法」

第 3回循環器医のための
糖尿病勉強会（2015.8.29）
山形

天川　淑宏

80. 特別講演「プライマリケアにおける糖
尿病診療～よりよい診療を目指し
て～」

第 4回 NEXT GENERA-
T I O N’S  M E E T I N G
（2015.9.1）八王子

松下　隆哉

81. 講演「患者さんにやさしいインスリン
選択とは」

Diabetes Special Seminar
（2015.9.2）立川

松下　隆哉
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82. 小金井市糖尿病予防教室 平成 26年度小金井市健
康づくりフォローアップ
指導事業（2015.9.8）小
金井市

大野　　敦

83. 講演「当院におけるベーサルインスリ
ン病棟導入方法」

ベーサルインスリン病棟
導 入 を 考 え る 会
（2015.9.9）立川

小林　高明

84. 総合討論：テーマ「ベーサルインスリ
ン病棟導入を考える」

ベーサルインスリン病棟
導 入 を 考 え る 会
（2015.9.9）立川

大野　　敦，小林　高明，鶴久　大介*，樋口　正憲*

85. 講演「患者さんにやさしいインスリン
選択とは ?」

山梨インスリン治療
フォーラム（2015.9.16）
甲府

松下　隆哉

86. 講演「実臨床における 2型糖尿病患者
を対象とした DPP-4阻害薬の有効な
使い分けとは ?」

協和発酵キリン（株）外
部講師による社員研修会
（2015.9.16）八王子

小林　高明

87. 開会挨拶 第 3 回 Cardio-Diabetes 
F o r u m  i n 八 王 子
（2015.9.28）八王子

大野　　敦

88. 閉会挨拶 第 3 回 Cardio-Diabetes 
F o r u m  i n 八 王 子
（2015.9.28）八王子

松下　隆哉

89. 話題提供 &総合討論「白内障手術と
糖尿病管理」：座長

第 14回糖尿病患者の眼
科と内科の診療連携を考
える会（2015.9.30）八王
子

大野　　敦

90. 講演「こうすれば，あなたも楽しく運
動できる！～生活の中に取り入れよ
う！心と体が元気になるおける運
動～」

町田市健康教育講座
（2015.10.1）町田

天川　淑宏

91. 閉会の挨拶 第 7回多摩糖尿病先端医
療 研 究 会（2015.10.14）
立川

大野　　敦

92. 第 6講
IX　合併症・併存疾患の治療・療養
指導　1.急性合併症

第 16回西東京糖尿病療
養 指 導 士 養 成 講 座
（2015.10.14）立川

松下　隆哉

93. まとめレクチャー「高齢糖尿病の問題
と多職種での対応を考える」

第 16回南多摩糖尿病教
育 研 究 会（2015.10.15）
多摩

松下　隆哉

94. 症例提示「メトホルミン投与患者にお
ける考察」

糖尿病診療 UP to DATE/
病診連携会（2015.10.16）
八王子

小林　高明

95. 講演「あなたの腎臓を守れる運動と
は！～生活の中に取り入れよう！コ
コロとカラダが喜ぶ運動～」

東京医科大学八王子医療
センター腎臓病教室
（2015.10.17）八王子

天川　淑宏

96. 講演 ｢健康寿命と運動の関係～運動は
良薬～」

寒川薬剤師会市民公開講
演会（2015.10.18）寒川
町

天川　淑宏

97. 講演 ｢健康寿命と運動の関係～運動は
良薬～」

茅ヶ崎薬剤師会市民公開
講演会（2015.10.18）茅ヶ
崎

天川　淑宏
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98. 講演「これからの DPP-4阻害薬のポ
ジショニングを考える」

協和発酵キリン（株）社
員 研 修 会（2015.10.21）
立川

松下　隆哉

99. 南多摩圏域糖尿病医療連携検討会会
長挨拶

平成 27年度第 2回南多
摩圏域糖尿病医療連携検
討会八王子地区打合せ
（2015.10.22）八王子

大野　　敦

100. 症例検討会：症例 2「腎機能が悪化し
た高齢糖尿病」

第 16 回西東京 EBM を
めざす糖尿病薬物治療研
究会（2015.10.24）立川

大野　　敦

101. 特別講演「最新の高齢者糖尿病治療に
ついて～臨床医の立場から～」

高齢者糖尿病の最新治療
を 考 え る 会 in 立 川
（2015.10.26）立川

松下　隆哉

102. ディスカッションセッション「幅広い
視点における最適な高齢者糖尿病治
療とは ?」

高齢者糖尿病の最新治療
を 考 え る 会 in 立 川
（2015.10.26）立川

松下　隆哉，小野　完二*，田原　敬典*，栗原　　顕*

103. 特別講演「糖尿病運動指導の見える化
とブレイクスルー」

第 48回糖尿病センター
と の 病 診 連 携 の 会
（2015.10.28）東京

天川　淑宏

104. 特別講演「高齢者糖尿病の管理におけ
る課題と対策～西東京臨床糖尿病研
究会での検討を中心に～」

第 20回糖尿病療養担当
者のためのセミナー
（2015.11.3）東京

松下　隆哉

105. 昼食セミナー④：高齢者糖尿病におけ
るフレイル予防対策

第 20回糖尿病療養担当
者のためのセミナー
（2015.11.3）東京

天川　淑宏，松下　隆哉

106. 分科会②：食べて～チームで考える評
価と指導のコツ！！～PART3

第 20回糖尿病療養担当
者のためのセミナー
（2015.11.3）東京

大野　　敦，関口　芳弘*，杉山　　徹*

107. 分科会④：高齢者糖尿病：療養支援の
ジレンマ～まんじゅう食べちゃいけ
ないの ?～

第 20回糖尿病療養担当
者のためのセミナー
（2015.11.3）東京

松下　隆哉，宮城　調司*

108. 講義「血糖コントロール目標と糖尿病
性腎症病期分類はどう変わったか」&
質問コーナー

ぎんなんの会平成 27年
度秋の講習会（2015.11.7）
八王子

大野　　敦

109. 講演「多摩地域における糖尿病患者の
脂質管理方針の推移－アンケート調
査結果の年次比較－」

第 65回東京糖尿病治療
セミナー（2015.11.7）吉
祥寺

大野　　敦

110. パネルディスカッション『実臨床にお
ける 2型糖尿病患者の脂質管理の実
際』

第 65回東京糖尿病治療
セミナー（2015.11.7）吉
祥寺

辻野　元祥*，近藤　琢磨*，西村　一弘*，大野　　敦，
吉元　勝彦*，伊藤　眞一*

111. 特別講演「糖尿病網膜症の治療中断を
防ぐ内科・眼科連携の試み」

糖尿病の合併症を考える
会（2015.11.9）船橋

大野　　敦

112. 南多摩圏域代表：平成 26年度南多摩
圏域糖尿病医療連携検討会の取組状
況報告

平成 27年度第 1回東京
都糖尿病医療連携協議会
（2015.11.11）東京

大野　　敦

113. 講演 1「当院の GLP-1受容体作動薬
について」

Bydureon Round Table 
Meeting（2015.11.11）八
王子

松下　隆哉

114. Current Topics「SGLT2阻害薬の腎作
用メカニズムと薬理学的特徴」

第二回西多摩・南多摩糖
尿病カンファレンス
（2015.11.19）八王子

大野　　敦，西山　　成*
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115. Panel Discussion「① 2型糖尿病患者診
療の体重管理について，②低炭水化物
ダイエットや食事制限による体重管
理について」

第二回西多摩・南多摩糖
尿病カンファレンス
（2015.11.19）八王子

松下　隆哉，本城　　聡*，藤井　仁美*，国貞　真世*，
小谷英太郎*，柳田　和弘*

116. 講演「フレイル予防のための栄養管理
と生活習慣病予防の重要性」

第 25回女子栄養大学栄
養科学研究所講演会
（2015.11.21）東京

松下　隆哉

117. 講演「健康寿命と動けるカラダとココ
ロ－脚力の衰えからの脱却－」

第 25回女子栄養大学栄
養科学研究所講演会
（2015.11.21）東京

天川　淑宏

118. 講演「受け皿となる糖尿病地域医療連
携の国内成功事例」

糖尿病網膜症による視覚
障害予防に向けたアドバ
イザリーミーティング
（2015.11.28）名古屋

大野　　敦

119. ディスカッサー：テーマ「日本の地域
におけるスクリーニング機会拡大と
受け皿となる糖尿病地域医療連携の
在り方について」

糖尿病網膜症による視覚
障害予防に向けたアドバ
イザリーミーティング
（2015.11.28）名古屋

大野　　敦

120. ディスカッションセッション「症例か
ら学ぶインスリンのエッセンス」

第 3回南多摩医療圏の糖
尿病治療を考える会
（2015.11.30）八王子

大野　　敦，伊藤　　聡*，藤井　仁美*，橋本　ゆか*

121. テーマ「基礎インスリン製剤の使い
方」

Insulin 治 療 座 談 会
（2015.12.2）八王子

大野　　敦，前田　　一*

122. 特別講演②「最新の高齢者糖尿病治療
について～臨床医の立場から～」

多摩地区学術講演会：進
化する糖尿病治療を考え
る会（2015.12.2）調布

松下　隆哉

123. Special Lecture「糖尿病患者の在宅運
動療法」

日本医師会生涯教育講座　
南空知医師会学術講演会
（2015.12.3）東京

天川　淑宏

124. メインテーマ「糖尿病患者のトータル
ケア～他科連携の実際」：講演 2「糖
尿病網膜症の内科・眼科連携～放置中
断を防ぐ工夫と配慮～」

平成 27年度北多摩北部
医療圏糖尿病ネットワー
ク医療従事者向け研修会
（2015.12.5）東京

大野　　敦

125. 講習「筋力アップに欠かせないケア方
法」

愛川町教育委員会スポー
ツ・文化振興愛川町体育
協会事業（2015.12.6）愛
川

天川　淑宏

126. 講演「Weekly DPP-4阻害薬の可能性
について考える」

社内学術研修（2015.12.7）
MSD（株）立川事務所
（2015.12.7）立川

松下　隆哉

127. 講演「インスリン治療患者におけるリ
ラグルチド併用の効果とその問題点」

臨 床 講 座（2015.12.10）
八王子市学園都市セン
ター（2015.12.10）八王
子

小林　高明

128. オープニングリマークス「糖尿病治療
の歴史」

温故知新～経口糖尿病治
療薬 50年の歴史から適
正 使 用 を 考 え る～
（2015.12.11）八王子

大野　　敦

129. ディスカッション「経口糖尿病治療の
適正使用を再考する」

温故知新～経口糖尿病治
療薬 50年の歴史から適
正 使 用 を 考 え る～
（2015.12.11）八王子

宮川　　高*，植木　彬夫，大野　　敦，小澤　幸彦*，
藤井　仁美*，長坂昌一郎*
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130. 体験談とレクチャー：糖尿病の「大血
管合併症」の経験から学ぶこと

第 36 回東糖協多摩ブ
ロ ッ ク 糖 尿 病 教 室
（2015.12.12）多摩

大野　　敦，藤井　仁美*

131. ぜひ聞きたい！あんな疑問 ?こんな疑
問 ? コーナー

第 36 回東糖協多摩ブ
ロ ッ ク 糖 尿 病 教 室
（2015.12.12）多摩

大野　　敦，渡邊　祐子*，古畑　英吾，星　　一代*

132. 講演「糖尿病治療薬における GLP-1
受容体作動薬の位置づけ」

糖 尿 病 社 内 研 修 会
（2015.12.14）大日本住友
製薬（株）多摩営業所
（2015.12.14）多摩

松下　隆哉

133. 取材テーマ「現在取り組まれている地
域連携について」

『ドクターズアイ』別冊
特集「糖尿病の地域医療
連携」の取材（2015.12.15）
八王子

大野　　敦

134. 実技「一味違う！正しい運動法と上手
な付き合い方を伝えるワザ」

平成 27年度健康運動指
導士・健康運動実践指導
者 単 位 認 定 講 習 会
（2015.12.15）宮崎

天川　淑宏

135. ケーススタディ 2：食事療法，運動療
法の進め方，薬物療法，血糖自己測定

日本糖尿病療養指導士認
定機構主催平成 27年度
第 13回認定更新者用講
習会（2015.12.19）横浜

天川　淑宏

136. 実践セミナー 2「糖尿病運動療法の見
える化と実践セミナー」

第 14回中四国糖尿病研
修セミナー「チーム医療
の実践と地域連携の推
進」（2015.12.20）高知

天川　淑宏

137. ディスカッサー：テーマ「ライゾデグ
の利点を如何に活かすか，その問題点
は ?」

RYZODEG Launch Meet-
ing in TAMA（2015.12.20）
府中

大野　　敦

神 経 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　ベッドサイドで，患者を直接診療することにより，疾患の特徴，神経症候，画像所見などをよりよく理解するこ

と。
「現 状 説 明」　毎日のクルズスと，外来通院中・入院中の多くの神経疾患の患者を診療することにより，神経内科について十分

な学習が行われている。
【研究】
「到 達 目 標」　片頭痛の病態解明，自己免疫性小脳失調症，小脳萎縮症の画像診断等についての臨床研究の充実。
「現 状 説 明」　学会・研究会で積極的に症例報告を行い，また片頭痛への血小板凝集能の関与，自己免疫性小脳失調症について

臨床研究を行い，その成果を各学会，医学誌に発表している。
「点検・評価」　診療が多忙のため，十分な研究発表が行えていないのが実情である。
「改 善 方 策」　新宿本院との共同研究，研究員の補充など，さらに発展を目指したい。
【診療】
「到 達 目 標」　一般外来，救急外来，病棟診療において，より多くの患者に高度な医療を滞りなく行えることを目標とする。
「現 状 説 明」　常勤医 3名と非常勤医 3名で診療を行っている。
「改 善 方 策」　目標を達成するために，常勤医を増員する。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　市民公開講座等での講演を積極的に行っていく。
「現 状 説 明」　市民公開講座での講演活動を積極的に行っている。
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II.　学術論文
D1.【免疫症候群（第 2版）－その他の免
疫疾患を含めて－】 臓器特異的自己免
疫疾患　免疫性神経・筋疾患　自己免
疫性脳炎・脳症　自己免疫性小脳失調
症

日本臨床別冊免疫症候群
I：121-125, 2015

南里　和紀，三苫　　博，水澤　英洋

2. 検査からみる神経疾患　抗 GAD抗体
と免疫性神経疾患

Clinical Neuroscience 33
（8）：958-959, 2015

南里　和紀，林　　明人，三苫　　博

3.【小脳の最新知見－基礎研究と臨床の
最前線】 小脳の病態　小脳疾患の診療
の最前線　非感染性炎症性小脳失調
症

医学のあゆみ 255（10）：
1011-1016, 2015

南里　和紀

4.【免疫性神経疾患－基礎・臨床研究の
最新知見－】 その他の免疫性神経疾患　
膠原病および類縁疾患に伴う神経・筋
障害　Celiac病

日本臨床 73（増 7）免疫
性 神 経 疾 患：722-727, 
2015

佐藤　健治*，南里　和紀，上田　優樹，小林万希子，
田中　伸幸

5.【免疫性神経疾患－基礎・臨床研究の
最新知見－】 その他の免疫性神経疾患　
自己免疫性脳炎・脳症　自己免疫性小
脳失調症

日本臨床 73（増 7）免疫
性 神 経 疾 患：632-637, 
2015

南里　和紀，大熊　美咲，佐藤　沙紀，田口　丈士，
田中　伸幸

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 脳腫瘍との鑑別を要した神経梅毒の

43歳女性例
第 210回日本神経学会関
東・ 甲 信 越 地 方 会
（2014.9.6）東京

上田　優樹，田口　丈士，南里　和紀，須永　茂樹，
池田　幸穂

2. ビタミン D欠乏性神経障害を合併し
た抗グリアジン抗体陽性進行性ミオ
クローヌスてんかんの 40歳代女性例

第 211回日本神経学会関
東・ 甲 信 越 地 方 会
（2014.11.29）東京

南里　和紀，小林万希子，上田　優樹，田口　丈士，
田中　伸幸，石河　朝子

3. cerebellar hemiatrophyを認めたグルテ
ン失調症の一例

第 208回日本神経学会九
州 地 方 会（2014.12.20）
沖縄

臼元亜可理*，金子　浩之，安藤　匡宏，田代　雄一，
吉村　道由，荒田　　仁，道園久美子，高嶋　　博，
南里　和紀

4. 認知症患者におけるビタミン Dと認
知機能の関連

第 18回日本病態栄養学
会（2015.1.10-11）京都

大坪　志穂*，菅原　麻弓，田口　丈士，南里　和紀，
畝崎　　榮，竹内　裕紀，山田　純司，金谷　潔史

5. 髄液 IL-10高値から精巣原発悪性リン
パ腫の中枢神経浸潤が疑われた 68歳
男性例

第 213回日本神経学会関
東・ 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.6）東京

上田　優樹，小林万希子，井上　　文，田口　丈士，
南里　和紀

6. 抗 transglutaminase6抗体陽性孤発性小
脳失調症の 1例

第 27回日本神経免疫学
会学術集会（2015.9.15-

16）岐阜

佐藤　健治*，上田　優樹，井上　　文，田中　信幸，
石河　朝子，南里　和紀

7. 伝染性単核球症例に合併した EBV脳
脊髄炎の 10歳代女性例

第 20回日本神経感染症
学会総会・学術大会
（2015.10.22-23）長野

田口　丈士，禰津　直也，上田　優樹，南里　和紀

消 化 器 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　前期研修医は主訴から理学的所見の的確な把握と必要な検査の理解。後期研修医では消化器専門知識の習得。
「現 状 説 明」　臨床が多忙で，教育に十分な時間がかけられていない。
「点検・評価」　前期研修医はカンファレンス，後期研修医は勉強会を通じ，個々の評価をしている。
「改 善 方 策」　医局員の役割分担と教育に対する意識改革。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 60%程度を達成した。
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【研究】
「到 達 目 標」　各個人が興味あるテーマをあげ研究する。
「現 状 説 明」　多くの医師が日常臨床に疲弊し臨床が中心となっている。
「点検・評価」　学会報告や勉強会での発表。
「改 善 方 策」　大学病院として各個人の研究への意識改革を促す。また研究テーマを与える。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 20%程度を達成した。
【診療】
「到 達 目 標」　消化器領域の先端治療。
「現 状 説 明」　臨床が多忙で，経験を積んだ専門医が残れないのが現状である。
「点検・評価」　指導医による評価。
「改 善 方 策」　専門医を含めた人員確保。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 70%程度を達成した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域で開催される研究会などに参加。
「現 状 説 明」　臨床が多忙で時間内に終わらず，地域開催の研究会に出席できないことが多い。
「点検・評価」　地域主催の研究会が多く，全体の把握はできていない。
「改 善 方 策」　ゆとりのある日常診療。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 60%を達成した。

I.　著書
1. 最新肝癌学　－基礎と臨床の最新研
究動向－
【XI肝癌んの検査・診断　超音波検査】

CT/MRIとの fusion imaging

日 本 臨 床 73（ 増 1）：
498-503, 2015

今井　康晴

II.　学術論文
A1. The close linkage between the elasticity 

modulus measured by real-time mapping 
shear wave elastography and the presence 
of hepatocellular carcinoma in patients 
with a sustained virological response to 
interferon for chronic hepatitis C

J Med Ultrasonnics 42
（3）：341-347, 2015

Imai Y,  Taira J,  Okada M,  Ando M,  Sano T,  Miyata Y,  
Sugimoto K,  Nakamura I,  Moriyasu F

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1.【教育講演　消化器】びまん性肝疾患：
線維化診断について
超音波エラストグラフィー

第 34回日本画像医学会
（2015.2.28）東京

今井　康晴

2. Shear Wave Elastographyによる肝臓の
硬さ診断：その制度と使途

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

今井　康晴，平良　淳一，竹内　啓人，小川　紗織，
安藤　真弓，佐野　隆友，杉本　勝俊，森安　史典

3. びまん性肝疾患における Elastography
の有用性

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

今井　康晴，平良　淳一，竹内　啓人，小川　紗織，
安藤　真弓，佐野　隆友，杉本　勝俊，森安　史典

4.【ランチョンセミナー】
新技術 Auto Registrationが帰る Fusion
技術の旧常識　～肝疾患診断および
治療への応用～

日本超音波医学会第 88
回学術集会（2015.5.22-

24）東京

今井　康晴

B1. 肝性胸腹水へのトルバプタンの使用
経験からの考察

第 5回非代償期肝硬変患
者の合併症対策研究会
（2015.7.30）東京

山内　芳也，古市　好宏，今井　康晴
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2. 肝硬変に伴う腹水に対するトルバプ
タンの使用経験に関する検討

第 22回門脈圧亢進症学
会総会（2015.9.11）横浜

山内　芳也，古市　好宏，笠井　美孝，今井　康晴

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. Automatic registration brings new levels 

of simplicity to image fusion-advancing 
patient care

PHILIPS パンフレット
『Ultrasound』

Imai Y

2. フュージョンをだれにでも簡単に，か
つ，正確に

PHILIPS パンフレット
『EPIQ』

Imai Y

3. 肝硬変ちりょうのパラダイムシフト－
肝硬変患者の予後・QOL改善を目指
した積極的な肝硬変治療を考える－

大塚製薬株式会社　東京
多摩　エリア座談会
（2015.7.16）東京

今井　康晴

4. 肝炎と病診連携 八王子 Next Sympojium
（2015.3.19）東京

今井　康晴

5. 超音波を用いた肝疾患診療の最前線 第 176回八王子薬剤師
会・八王子薬剤センター
合同研修会（2015.4.13）
東京

今井　康晴

6. 肝臓病の最新情報　～日進月歩の肝
臓病診療について専門医がわかりや
すく説明します～

東京医科大学八王子医療
センター　第 25回市民
公開講座（2015.6.6）東
京

今井　康晴

7. 肝癌診療における Gd-EOB-DTPA造
影MRI検査の実際

肝癌画像診断セミナー in
越谷（2015.6.29）埼玉

今井　康晴

8. 肝疾患診療の最前線　最近の治療法
と各種検査の臨床的意義

LUMIPULSE Seminar
（2015.9.10）東京

今井　康晴

9. 最新の肝疾患診療における病診連携 八王子リバーミーティン
グ（2015.10.26）東京

今井　康晴

10. 造影超音波による肝腫瘍診断の工夫　
－Fusion imageを含めて－」

第 2回北信消化器画像セ
ミナー（2015.11.9）セミ
ナー

今井　康晴

11. C型肝炎新時代の肝癌診療 多摩リバーカンファレン
ス（2015.11.20）立川

今井　康晴

12. 肝癌の診断と治療について ブリストル・マイヤーズ
㈱社内講演（2015.4.6）
東京

今井　康晴

13. 胃がんにならない為にはどうすべき
か

胃がん撲滅の為の市民公
開講座（2015.1.24）東京

中村　洋典

14. 肝癌の治療について 大鵬薬品工業　社内研修
会（2015.3.26）東京

今井　康晴

15. IBDの診断と治療，UCに関する症例
カンファ研修

田辺三菱製薬㈱講師招聘
勉強会（2015.7.16）東京

福澤　誠克

16. C型肝炎診療の現状と展望 アッヴィ合同会社　社外
講師勉強会（2015.7.30）
東京

今井　康晴
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腎 臓 内 科

【教育】
「到 達 目 標」　当科では実施臨床における学生教育の質の向上を目指して，多岐にわたる腎臓病の臨床症例の実地経験を豊富に

積ませることを通じて，病気の診断，鑑別，症状把握，病態の理解を行い，自ら see, plan, doできる能力の育成
を図る。

「現 状 説 明」　現状では八王子選択臨床実習として毎週 1名 5年生および 6年生の 3ヵ月間選択実習 1名ずつがラウンドしてい
る。

「点検・評価」　現状においては 7年目以上の指導医により，外来・病棟・人工透析センターにて点検評価を行い，最終責任者の
科長が最終評価を行っている。

「改 善 方 策」　短期間における学習効率を高めるために，臨床問題志向型の質問，解答，解説を行い，学生の理解を深めていき
たい。

【研究】
「到 達 目 標」　当科では腎臓病，血管炎の至適免疫抑制療法および腎代替療法（HD, PD）の生命予後改善，心血管系合併症の

予防，ANCA関連血管炎，感染関連腎炎の病態解明に関する研究で患者への還元を目指した臨床研究テーマの
到達を目標に揚げている。

「現 状 説 明」　現状では年間 30例程度の ANCA関連血管炎，ネフローゼ症候群患者，感染関連腎炎の臨床経験を生かして，①
ANCA関連血管炎の ANCA親和性と病態，②ネフローゼ症候群のリンパ球免疫抑制剤感受性と治療反応性，③
感染関連腎炎の免疫組織学的研究，④ AKIの体液量評価，⑤ CKDの運動療法と臨床病態についての研究を推進
している。

「点検・評価」　腎臓病，血管炎，感染関連腎炎の国内・国外学会において研究成果を発表し，英文論文化している。
「改 善 方 策」　今後，全学的な同上テーマの研究体制の確立により，さらに成果の発展が期待される。
【診療】
「到 達 目 標」　南多摩医療圏の腎臓病，血管炎，感染関連腎炎の中核的な総合的診療体制の確立を目指す。
「現 状 説 明」　当科は三多摩腎疾患治療医会（杏林大学：本部）の副本部，南多摩医療圏の腎臓病診療の中核病院として専門的

診療の実践を行っている。
「点検・評価」　三多摩腎疾患治療医会の年内研究発表会にて診療内容の発表・討議を行い，次年度への課題を決めて達成に努力

している。
「改 善 方 策」　さらなる診療体制の確立を目指して，診療実績の公表化，問題点につき提示して改善を図っていきたい。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　八王子地区の中核病院として腎臓病，血管炎，感染関連腎炎の総合的診療のできる専門施設としての地域住民へ

の情報の発信を目指す。
「現 状 説 明」　1年に 2回の八王子透析医療連携会（Dialysis-net802）と年 4回の腎臓病教室（八王子医師会，八王子医療センター

内に案内）にて，腎臓病患者の皆様の連携，討議，情報交換などを行っている。
「点検・評価」　現状においては各講演会および教室にて参加した方々よりアンケートを取って評価して頂いており，さらに分か

りやすく，有益な内容に努力したい。
「改 善 方 策」　今後，より幅広い知識の普及を含めてインターネット他メディア活用をする。

II.　学術論文
A1. NPT1/SLC17A1 is a renal urate exporter 

in humans and its common gain-of-func-
tion variant decreases the risk of renal 
underexcretion gout

Arthritis Rheumatol 67
（1）：281-287, 2015

Chiba T,  Matsuo H*,  Kawamura Y*,  Nagamori S*,  Nishi-
yama T*,  Wei L*,  Nakayama A*,  Nakamura T*,  Sakiyama 
M*,  Takada T*,  Taketani Y*,  Suma S*,  Naito M,  * Oda T,  
Kumagai H*,  Moriyama Y*,  Ichida K*,  Shimizu T*,  Kanai 
Y*,  Shinomiya N*

2. Observation of Angiolymphoid Hyperpla-
sia with Eosinophilia（ALHE）at Three 
Arterial Sites and Its Association with 
Membranous Nephropathy

Intern Med 54（15）：1933-

1939, 2015
Ito S,  Oda T,  Matsuo A,  Takechi H,  Uchida T,  Wata-
nabe A,  Kono T,  Shimazaki H,  Tamai S,  Oshima N,  
Kumagai H

B1. 感染関連糸球体腎炎に関する最近の
知見

東 医 大 誌（0040-8905）
7 3（ 4 ）：3 5 5-3 6 3
（2015.10）

尾田　高志
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2. 感染後急性糸球体腎炎とMPGN 腎 と 透 析（0385-2156）
7 8（ 5 ）：7 0 5-7 1 0
（2015.05）

尾田　高志

C1. A case of post-pneumococcal acute glo-
merulonephritis with glomerular deposi-
tions of nephritis-associated plasmin 
receptor

CEN Case Rep 2015；4：
112-116

Odaka J,  Kanai T*,  Takane I*,  Saito T*,  Aoyagi J*,  Betsui 
H*,  Oda T,  Ueda Y*,  Yamagata T*

D1. 腎尿酸排泄輸送体遺伝子 NPT1の機能
獲得型変異は痛風発症に保護的に働
く

防 衛 衛 生（0006-5528）
63巻別冊 ：74（2015.12）

棚橋　勇輝*，松尾　洋孝*，千葉　俊周*，河村　優輔*，
永森　收志*，中山　昌喜*，中村　好宏*，崎山　真幸*，
内藤真理子*，尾田　高志，熊谷　裕生*，清水　　徹，
金井　好克*，四ノ宮成祥*

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. ANCA関連血管炎，SLE腎炎に対す
る腎移植

日本透析医学会雑誌 48
（S1）：484（2015.5）

吉田　雅治，岩本　　整，中村　有紀，吉川　憲子，
須藤　泰代，冨安　朋宏，小島　　糾，廣瀬　　剛，
大島　泰斗，小松　秀平，山田　宗治，尾田　高志，
河地　茂行

2. 感染関連糸球体腎炎に関する最近の
知見　～C3腎症との関連を含めて～

第 18回多摩腎臓高血圧
研究会（2015.7.1）東京

尾田　高志

3.【特別講演】
ANCA関連血管炎の最新病態と治療・
管理

第 215回日本呼吸器学会
関東地方会（2015.7.11）
東京

吉田　雅治

4. MPO-ANCA関連腎炎および抗糸球体
基底膜型糸球体腎炎における PAD4発
現

第 20回日本血管病理研
究会（2015.10.17）大阪

山田　宗治，尾田　高志，藤井　理恵，小松　秀平，
大島　泰斗，廣瀬　　剛，小島　　糾，冨安　朋宏，
須藤　泰代，吉川　憲子，堺　　則康，山田　道之*，
吉田　雅治

5. ANCA関連血管炎の臨床病態と治療・
管理　－ANCA親和性，NETs関与を
含めて－

Vascu l i t i s  Fo rum in 
F u k u o k a  2 0 1 5
（2015.10.23）東京

吉田　雅治

B1. 腎外症候性急性糸球体腎炎の 1例 日 本 小 児 科 学 会
（2015.4.15-17）大阪

高宮　聖実*，高橋　和浩*，星野　英紀*，三重野孝太郎*，
景山　秀二*，小山　　哲*，小山　隆之*，中村こずえ*，
尾田　高志，三牧　正和*

2. 急性腎不全とネフローゼを呈し，高度
蛋白尿が遷延した溶連菌感染後急性
糸球体腎炎の 1例

日本小児腎臓病学会雑誌 
28（Sl）：179（2015.06）

有路　将平*，春日　悠岐*，平井　聖子*，西口　康介*，
玉木　久光*，伊藤　昌弘*，三澤　正弘*，亀井　宏一*，
松岡健太郎*，尾田　高志

3. 各種腎疾患患者における単核食細胞
系の細胞フェノタイプおよび機能の
検討

日 本 腎 臓 学 会 誌
（2015.6.5-7）名古屋

武智　華子*，内田　貴大*，渡邉　篤史*，松原　秀史*，
大島　直紀*，尾田　高志，熊谷　裕生*

4. DPP-4阻害薬アログリプチンの進行性
腎線維化モデルに対する腎保護作用

日 本 腎 臓 学 会 誌
（2015.6.5-7）名古屋

内田　貴大*，尾田　高志，松原　秀史*，渡辺　篤史*，
武智　華子*，大島　直紀*，櫻井　　裕*，熊谷　裕生*

5. ヒト糖尿病性腎症の糸球体内皮細胞
障害への CX3CL1/CX3CR1の関与

日 本 腎 臓 学 会 誌
（2015.6.5-7）名古屋

内田　貴大*，尾田　高志，堀田　　修*，松原　秀史*，
渡辺　篤史*，武智　華子*，大島　直紀*，櫻井　　裕*，
熊谷　裕生*

6. Plasmin活性染色の感染後糸球体腎炎
診断における有用性

日 本 腎 臓 学 会 誌
（2015.6.5-7）名古屋

尾田　高志，内田　貴大*，山田　宗治*，小松　秀平*，
大島　泰斗，廣瀬　　剛，小島　　糾，須藤　泰代，
冨安　朋宏，伊保谷憲子，浅野　貴子*，熊谷　裕生*，
吉田　雅治

7. MPO-ANCAの抗原親和性と Neutro-
phil extracellular traps（NETs）分解能
との関連についての検討

日 本 腎 臓 学 会 誌
（2015.6.5-7）名古屋

山田　宗治，尾田　高志，大島　泰斗，小松　秀平，
廣瀬　　剛，小島　　糾，須藤　泰代，冨安　朋宏，
伊保谷憲子，山田　道之*，吉田　雅治
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8. 溶 連 菌 感 染 後 急 性 糸 球 体 腎 炎
（APSGN）における糸球体内 extracel-

lular trapsの存在

日 本 腎 臓 学 会 誌
（2015.6.5-7）名古屋

尾田　高志，山田　宗治，小松　秀平，大島　泰斗，
廣瀬　　剛，内田　貴大*，小島　　糾，須藤　泰代，
冨安　朋宏，伊保谷憲子，山上　和夫*，山田　道之*，
吉田　雅治

9. 各種腎疾患における peptidylarginine 
deiminase 4（PAD4）発現の免疫組織
学的検討

日 本 腎 臓 学 会 誌
（2015.6.5-7）名古屋

山田　宗治，尾田　高志，小松　秀平，大島　泰斗，
廣瀬　　剛，小島　　糾，冨安　朋宏，須藤　泰代，
伊保谷憲子，山田　道之*，吉田　雅治

10. IgA腎症に抗糸球体基底膜抗体型腎炎
を合併した 1例

三多摩腎疾患治療医会第
69回研究会（2015.6.14）
東京

小島　　糾，尾田　高志，藤井　理恵，小松　秀平，
山形　　瑛，大島　泰斗，廣瀬　　剛，須藤　泰代，
冨安　朋宏，山田　宗治，吉川　憲子，吉田　雅治

11. 間質に著明な泡沫細胞の出現をみた
膜性腎症の 1例

日本腎臓学会誌 57（6）：
964（2015.08）

大島　泰斗，須藤　泰代，小島　　糾，山田　宗治，
吉川　憲子，尾田　高志，吉田　雅治

12. PD患者の重炭酸イオン濃度 第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

吉川　憲子，冨安　朋宏，小島　　糾，須藤　泰代，
廣瀬　　剛，小松　秀平，大島　泰斗，山田　宗治，
尾田　高志，吉田　雅治

13. マウス腹膜線維化モデルにおける epi-
morphinの発現

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）横浜

山田　宗治，尾田　高志，小松　秀平，大島　泰斗，
廣瀬　　剛，小島　　糾，須藤　泰代，冨安　朋宏，
吉川　憲子，吉田　雅治

14. 糸球体内の Plasmin活性亢進は感染関
連糸球体腎炎の指標として有用であ
る

第 16回東京腎炎・ネフ
ローゼ研究会（2015.7.11）
東京

尾田　高志，山田 宗治，内田　貴大，小松　秀平，
大島　泰斗，廣瀬　　剛，小島　　糾，須藤　泰代，
冨安　朋宏，吉川　憲子，浅野　貴子*，熊谷　裕生*，
吉澤　信行*，吉田　雅治

15. 無症候性血尿・蛋白尿で発症しながら
溶連菌関連腎炎惹起性因子（NAPlr）
が陽性であった C3糸球体腎炎の 1例

日本腎臓学会誌 57（6）：
1004（2015.08）

廣瀬　　剛，尾田　高志，小島　　糾，山田　宗治，
吉川　憲子，吉田　雅治

16. リツキシマブにて寛解維持した頻回
再発型ネフローゼ症候群の 1例

日本腎臓学会誌 57（6）：
999（2015.08）

小松　秀平，冨安　朋宏*，田中　祥子*，平野　俊彦*，
杉崎健太郎，山田　宗治，吉川　憲子，尾田　高志，
吉田　雅治

17. 肺胞出血を伴う RPGNを呈し，早期・
頻回の血漿交換が有効であった
MPO-，PR3-ANCA陽性顕微鏡的多発
血管炎の 1例

日本腎臓学会誌 57（6）：
996（2015.08）

須藤　泰代，大島　泰斗，山田　宗治，吉川　憲子，
尾田　高志，吉田　雅治

18. IGA腎症に抗糸球体基底膜抗体型腎炎
の 1例

第 82回東京腎生検カン
ファランス（2015.9.11）
東京

小島　　糾，尾田　高志，藤井　理恵，小松　秀平，
山形　　瑛，大島　泰斗，廣瀬　　剛，須藤　泰代，
冨安　朋宏，山田　宗治，吉川　憲子，吉田　雅治

19. 無症候性血尿・蛋白尿で発症しながら
溶連菌関連腎炎惹起性因子（NAPlr）
が陽性であった C3糸球体腎炎の 1例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

廣瀬　　剛，尾田　高志，小島　　糾，山田　宗治，
吉川　憲子，吉田　雅治

20. 間質に著明な泡沫細胞の出現をみた
膜性腎症の 1例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

大島　泰斗，須藤　泰代，小島　　糾，山田　宗治，
吉川　憲子，尾田　高志，吉田　雅治

21. リツキシマブにて寛解維持した頻回
再発型ネフローゼ症候群の 1例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

小松　秀平，冨安　朋宏，田中　祥子*，平野　俊彦*，
杉崎健太郎，山田　宗治，吉川　憲子，尾田　高志，
吉田　宗治

22. 肺胞出血を伴う RPGNを呈し，早期・
頻回の血漿交換が有効であったMPO-, 
PR3-ANCA陽性顕微鏡的多発血管炎
の 1例

第 45回日本腎臓学会東
部学術大会（2015.10.2-3）
東京

須藤　泰代，大島　泰斗，山田　宗治，吉川　憲子，
尾田　高志，吉田　雅治

23. 日常診療における尿所見の評価と糖
尿病性腎症を含めた紹介のタイミン
グについて

腎臓病学 UP TO DATE 
～基礎から臨床へ～
（2015.11.26）東京

冨安　朋宏
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24. 腎尿酸排泄輸送体遺伝子 NPT1の機能
獲得型変異は痛風発症に保護的に働
く

防衛衛生 63（別冊）：74
（2015.12）

棚橋　勇輝*，松尾　洋孝*，千葉　俊周*，河村　優輔*，
永森　收志*，中山　昌喜*，中村　好宏*，崎山　真幸*，
内藤真理子*，尾田　高志，熊谷　裕生*，清水　　徹，
金井　好克*，四ノ宮成祥*

25. Candida細胞壁 β-glucan刺激好中球に
よる NETs形成の検討

東医大誌 73（4）：416-417
（2015.10）

石橋　健一*，山中　大輔*，安達　禎之*，大野　尚仁*，
吉田　雅治，尾田　高志，山田　宗治，浪岡　真之*，
山田　道之*

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. ADPKD治療に関する情報提供 大塚製薬㈱「第 7回氷川

フォーラム」（2015.5.23）
埼玉

尾田　高志

2. アテディオ配合錠の推奨患者とは 持田製薬㈱社員教育
（2015.6.30）東京

冨安　朋宏

3. 腎保護を見据えた降圧治療 持田製薬㈱「N型カルシ
ウムチャンネルシンポジ
ウム」（2015.8.4）東京

冨安　朋宏

4. 慢性腎臓病における高血圧治療に関
する最新の医学的知見

協和発酵キリン（㈱）社
員研修会（2015.8.27）東
京

廣瀬　　剛

5. CKDの病態 日本ベーリンガーインゲ
ルハイム㈱社内研修会
（2015.9.3）東京

廣瀬　　剛

6. 腎疾患に関する最新医学的知見 協和発酵キリン（㈱）社
員研修会（2015.12.2）東
京

冨安　朋宏

総 合 診 療 科

【教育】
「到 達 目 標」　2016年 5月より，旧体制から新体制へ移行となり，今後研修医や学生など受け入れ体制を整える方針である。
「現 状 説 明」　前述。
「点検・評価」　現行，指導医 1人体制であるため，各科諸先生方に協力を仰ぐ。
「改 善 方 策」　指導医数を増やす。
「目標・改善方策の達成度」　本年度より新たに発足しており，今後の到達目標は年次変化するものと考える。
【研究】
「到 達 目 標」　2016年 5月より，旧体制から新体制へ移行となり，現行で可能な限り研究目標も模索する。
「現 状 説 明」　前述。
「点検・評価」　現行，1人体制であるため，各科諸先生方に協力を仰ぐ。
「改 善 方 策」　医局員の増員。
「目標・改善方策の達成度」　本年度より新たに発足しており，今後の到達目標は年次変化するものと考える。
【診療】
「到 達 目 標」　八王子医療センターの初診番であり，かつ八王子医療圏での不明熱など原因不明患者の受け入れ窓口として活動

する。
「現 状 説 明」　現行，1人体制であり，早急な増員が急務である。
「点検・評価」　リウマチ科の青木先生を筆頭に，コメディカルスタッフと連絡をとりあい，改善案を検討している。
「改 善 方 策」　各学会および勉強会等に積極的に参加し，診断能力の向上に努める。
「目標・改善方策の達成度」　本年度より新たに発足しており，今後の到達目標は年次変化するものと考える。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　2016年 5月より，旧体制から新体制へ移行となり，現行で可能な社会貢献を模索する。
「現 状 説 明」　前述。
「点検・評価」　現行，1人体制であるため，各科諸先生方に協力を仰ぐ。
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「改 善 方 策」　各学会や勉強会に積極的に参加する。
「目標・改善方策の達成度」　本年度より新たに発足しており，今後の到達目標は年次変化するものと考える。

放 射 線 科

【教育】
「到 達 目 標」　学部教育は放射線医学講座のカリキュラムの中で行う。初期研修医に対しては臨床医として必要な画像診断の基

本を教育する。後期研修医に対しては放射線科専門医試験を目指したカリキュラムにしたがって行う。職員に対
する放射線管理や放射線業務に関係する教育を行う。大学院教育は直接行わない。

「現 状 説 明」　初期研修医に対しては教育的画像を供覧し，実際の患者の画像読影を教えている。後期研修医は放射線医学講座
に所属する後期研修医に対して PETの読影を含む核医学を教育している。職員に対しては年に 1度の教育訓練
を行っており，また，随時，放射線診療に関する講演・勉強会を行っている。

「点検・評価」　初期・後期研修医の評価は高い。
「改 善 方 策」　研修に充分対応できる放射線科スタッフの補充をはかる必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　目標はほぼ達成できた。教育スタッフの補充は十分ではない。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床研究を中心に目標を定める。
「現 状 説 明」　症例報告や日常診療に基づいた研究を学会・研究会で発表している。
「点検・評価」　日常診療に忙殺され，学会・研究会での発表は必ずしも十分とはいえない。
「改 善 方 策」　スタッフの補充による時間的な余裕が必要である。
「目標・改善方策の達成度」　スタッフの補充は不十分であり，その結果，時間的な余裕が生まれず，達成度は十分ではない。
【診療】
「到 達 目 標」　最新装置に更新された放射線治療装置の適切な稼働を目標とする。稼動 4年目に入った PET/CT装置の順調な稼

動を維持する。今後更新の控えているMRIや CT装置の適切な導入を目指す。既存装置についてもその性能を
最大限に生かして放射線診療が適切に行われることを目標とする。

「現 状 説 明」　導入された最新の放射線治療装置は順調に稼動している。PET/CT装置を含む既存装置はフル稼働しており，各
診療科の依頼にほぼ応えられている。

「点検・評価」　各診療科からの依頼に極力対応している。
「改 善 方 策」　スタッフの増員，優秀な人材の確保が必要である。
「目標・改善方策の達成度」　PET/CTの稼働は十分目標に達しており，放射線治療装置も導入早々に十分な稼動がはじまっている。

スタッフの 1名増員は 2016年 6月より達成されたが，今後も継続してスタッフの確保が必要である。また，高
額診療装置の導入は，今後も継続的に行われることが必須である。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　充実した放射線装置を生かし，地域との綿密な連携を行う。社会貢献としては市民公開講座を企画する。
「現 状 説 明」　時間的・人員的な制約があるものの，最大限の努力をおこなっている。
「点検・評価」　地域の先生方の評価は高いと考えているが，十分お答えできないこともある。
「改 善 方 策」　スタッフの増員による時間的余裕の捻出，社会貢献のための人材の確保，最新の装置の導入等が必要である。
「目標・改善方策の達成度」　スタッフの増員は確保できた。高額診療装置の導入はこれまでの所，順調であるが，今後も継続的

な導入が必須である。

I.　著書
1. 新放射線治療ポケットマニュアル 産業開発機構株式会社

2015.11.16
中山　秀次，徳植　公一，糸永　知弘，大久保　充，
斉藤　辰彦，白石　沙眞，菅原　信二，田島　　祐，
徳植　公一，徳増　健二，中山　秀次，三上　隆二

II.　学術論文
A1. Dosimetric Evaluation of Compensator 

Intensity Modulation-based Stereotactic 
Body Radiotherapy for Stage I Non-Small 
Cell Lung Cancer

Br J Radiol, 2015 Aug；
88：20150122（IF=1.976）

Tajima Y,  Nakayama H,  Itonaga T,  Shiraishi S,  Okubo 
M,  Mikami R,  Sugahara S,  Tokuuye K
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2. Impact of the duration of hormonal ther-
apy following radiotherapy for localized 
prostate cancer

Oncol Lett, 2015 Jul；10
（1）：255-259（IF=1.482）

Okubo M,  Nakayama H,  Itonaga T,  Tajima YU,  Shirai-
shi S,  Mikami R,  Sakurada A,  Sugahara S,  Koizumi K,  
Tokuuye K

3. Utility of chemical shift-MRI for anterior 
mediastinal mature teratoma

J Tokyo Med Univ 73
（2）：137 -143 2015

Masuno R,  Akata S,  Park J,  Matubayashi J,  Ikeda N,  
Saito K,  Tokuuye K

4. Radiation exposure during sentinel lymph 
node biopsy for breast cancer：eff ect on 
pregnant female physicians

Breast Cancer 22（5）：
469-474, 2015

Kimura F,  Yoshimura M,  Koizumi K,  Kaise H,  Yamada 
K,  Ueda A,  Kohno N

B1. 頭頸部領域の超音波診断における医
師と技師の連携　東京医科大学八王
子医療センター超音波室の現状－技
師と医師の連携による診断の向上を
目指して－

乳腺科甲状腺超音波医学
4（3）：8-10, 2015

野竹　文章，塚原　清彰，佐久間敦子，永吉眞智子，
新田　忠弘，藤原　邦夫，林　　盛人，小泉　　潔

2.【小児核医学検査－こんな時にこんな
検査を】 小児核医学検査適正施行のコ
ンセンサスガイドライン

日本小児放射線学会雑誌
31（2）：101-106, 2015

小泉　　潔

C1. 球状塞栓物質を用いた動注塞栓術が
奏功した肺腺癌胸腔内嚢胞上腫瘍の 1
例

Jpn J Cancer Chemother 42
（11）：1407-1410, Novem-

ber, 2015

剣木　憲文，堀　　信一，結城　健生，末吉　　智，
堀　　篤史

2. 標準治療不応となった非小細胞肺癌
に対し球状塞栓物質を用いた動注塞
栓術が奏功した 1例

Jpn J Cancer Chemother 42
（ 1 2 ）：1 8 2 7-1 8 2 9 , 

November, 2015

剣木　憲文，堀　　信一，結城　健生，末吉　　智，
堀　　篤史

III.　学術刊行物
B1. 支え合い共に伸ばす （公）日本アイソトープ

協会，Isotope News 10月
号 No. 738, 1, 2015

小泉　　潔

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. A diffi  cult diagnosis case of azygos-vein 

lump
The 3rd Asian Congress of 
T h o r a c i c  I m a g i n g
（2015.3.20）Taipei

Takahashi Y.,  Itonaga T,  Miura H,  Koizumi K,  Tokuue 
K

2. TACE with Spherical Embolic Agent for 
Pulmonary Metastases from Breast Can-
cer

第 44回日本インターベ
ンショナルラジオロジー
学会（2015.5.30）宮崎コ
ンベンションセンター

剣木　憲文，堀　　信一，結城　健生，堀　　篤史

国内学会
A1. パネリスト「核医学診療における放射
線防護教育とその意義」

第 36回「医療放射線の
安全利用」フォーラム
（2015.2.27）東京

小泉　　潔

2. 講演「放射性医薬品取り扱いガイドラ
インについて」

第 15回日本核医学会春
季大会（2015.4.25）東京

小泉　　潔

3. 講演「腫瘍核医学（疾患と診断の要
点）」

第 15回日本核医学会春
季大会（2015.4.25）東京

小泉　　潔

4. 講演「放射性医薬品取り扱いガイドラ
インについて」

第 16回放射性医薬品取
り扱いガイドライン講習
会（2015.7.18）札幌

小泉　　潔

B1. 術前動注塞栓術が奏功し，乳房全摘術
および腋窩リンパ節郭清術が施行さ
れた局所進行乳癌の一例

第 23回日本乳癌学会総
会（2015.7.4）東京国際
フォーラム

剣木　憲文，堀　　信一
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2. 肺腺癌に対し球状塞栓物質を用いた
動注塞栓術が奏功した一例

第 37回日本癌局所療法
研究会（2015.7.10）幕張
メッセ国際会議場

剣木　憲文，堀　　信一，結城　健生，末吉　　智，
堀　　篤史

3. NBCAを用いて選択的塞栓術を施行し
た腸管動静脈奇形の 2例

第 27回関東インターベ
ンショナルラジオロジー
学会（2015.7.18）東京コ
ンファレンスセンター品
川

剣木　憲文，大高　　純，小泉　　潔，佐口　　徹，
徳植　公一

臨 床 検 査 医 学 科

【教育】
「到 達 目 標」　学生の臨床実習において，血液凝固異常症の診療，臨床検査医学，輸血医学の必須事項についての教育指導を行

う。
「現 状 説 明」　実習希望の学生に対して，外来および中央検査部の各部門での見学・実習を行っている。
「点検・評価」　現状では科長による点検・評価と学生からのフィードバックを行っている。
「改 善 方 策」　上記評価に基づき，学生の問題解決能力の向上を図れるよう，教育内容を改善してゆく。
【研究】
「到 達 目 標」　輸血医学と血液凝固学の臨床研究を推進し，国内外の雑誌に研究成果を発表する
「現 状 説 明」　厚生労働省の科学研究において血液のトレーサビリティについて，日本輸血・細胞治療学会の臨床研究支援委員

会において血液製剤の副作用，適正使用の臨床指標についての研究を行っている。
「点検・評価」　定期的に進捗状況を確認しているが，診療・管理業務に費やされる時間が長く，計画は遅れ気味である。
「改 善 方 策」　研究計画を合理化し，自・他施設の輸血医療関係者（医師・検査技師・看護師等）との共同研究体制を促進する。

モチベーションを維持するために先進的な施設の見学，第一線の研究者との交流を図る。
【診療】
「到 達 目 標」　安全かつ適正な輸血療法を推進する。血液凝固異常症の診療を拡大し，多摩地区での中核病院へレベルアップす

る。
「現 状 説 明」　輸血療法委員会にて院内ガイドラインの改訂や症例検討を行っている。多摩地区や東京都の輸血関係の研究会で

積極的に研究発表を行い，医療連携を推進している。
「点検・評価」　各診療科毎の輸血使用量と査定率，症例検討から適正使用度を評価している。紹介患者数を定期的に確認し，依

頼元や連携施設との情報共有を密接に行う。
「改 善 方 策」　研修医・若手医師向けに輸血ガイドラインの浸透を図る。医療連携強化事業や地域の研究会・会合を通じて近隣

施設の医師との交流を深め，紹介患者の増加に繋げる。
「目標・改善方策の達成度」　血液凝固異常症の患者は徐々にではあるが着実に増加している。年度毎に 20%程度の増加を目指

したい。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　輸血医療についての理解を深める。血液凝固異常について，教育・啓蒙活動を行う。
「現 状 説 明」　2年に 1回程度，市民公開講座で講演会を行っている。
「点検・評価」　講演会内容は同僚の事前チェックを受ける。講演会終了後に理解度確認を行う。
「改 善 方 策」　休日などを利用して，血液凝固異常ならびに輸血医療の理解を深めるような講演会をさらに企画する。

II.　学術論文
A1. 本邦における大量輸血症例の検討　
平成 25年血液製剤使用実態詳細調査
（300床以上）より

日本輸血細胞治療学会誌 
61：409-415, 2015

前田　平生*，阿南　昌弘*，田中　朝志，牧野　茂義*，
紀野　修一*

2. 2014年度日本における輸血管理体制
と血液製剤使用実態調査報告

日本輸血細胞治療学会誌 
61：529-538, 2015

菅野　　仁*，牧野　茂義*，北澤　淳一*，田中　朝志，
紀野　修一*，高橋　孝喜*，半田　　誠*，室井　一男*

III.　学術刊行物
A1. 科学的根拠に基づいたアルブミン製
剤の使用ガイドライン（2015.6.1 第 1
版）

日本輸血細胞治療学会誌 
61（3）：巻 末 3-巻 末 22, 
2015

牧野　茂義*，松下　　正*，米村　雄士*，安村　　敏*，
紀野　修一*，河野　武弘*，田中 朝志，松本　雅則*，
脇坂　明美*
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B1. 輸血の基礎　血液製剤の適正使用に
ついて

東京都医学検査 43（3）：
197-198

田中　朝志

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 超少子高齢化と血液の確保，有効利用 
使用実態調査から見た血液使用状況

第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.29）

田中　朝志，牧野　茂義*，紀野　修一*，北澤　淳一*，
佐川　公矯*，高橋　孝喜*，半田　　誠*

2. 経口抗凝固薬使用中の出血の対応 第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.30）

田中　朝志

3. 日本での Patient Blood Management 第 7回多摩輸血実践セミ
ナー

田中　朝志

4. 科学的根拠に基づいたアルブミン製
剤の使用ガイドラインについて

第 14回東京都輸血療法
研究会

田中　朝志

B1. 温式自己抗体陽性者での同種抗体の
検出と適合血の選択方法について

第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.28）

鎌倉　丈紘，田中　陽子，嘉成　孝志，関戸　啓子，
鈴木　　実，伊藤　利一，田中　朝志

2.「輸血製剤副作用情報収集システム」
における輸血副反応の現状

第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.28）

北澤　淳一*，加藤　栄史*，岡田　義昭*，藤井　康彦*，
米村　雄士*，田中　朝志，岡崎　　仁*，百瀬　俊也*，
佐川　公矯*，岩尾　憲明*，松下　明夫*，野村　久子*，
高本　　滋*，山口　一成*，浜口　　功*

3. 平成 25年輸血管理及び実施体制と血
液製剤使用実態調査報告　小規模施
設に焦点を当てて

第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.28）

北澤　淳一*，田中　朝志，牧野　茂義*，紀野　修一*，
佐川　公矯*，高橋　孝喜*，半田　　誠*

4. 当院の輸血副作用報告の変遷 第 63回日本輸血・細胞
治療学会総会（2015.5.29）

嘉成　孝志，鎌倉　丈紘，田中　陽子，関戸　啓子，
鈴木　　実，伊藤　利一，田中　朝志

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. アルブミン製剤の適正使用と国内自
給の推進－新しいガイドラインをふ
まえて－

第 1回岐阜輸血医学セミ
ナー（2015.10.29）岐阜

田中　朝志

2. 経口抗凝固薬服用中の出血の対応 平成 27年度富山県輸血
懇 話 会 学 術 講 演 会
（2015.11.5）富山

田中　朝志

3. I&A制度の改革について 第 18回秋田県合同輸血
療法委員会（2015.11.18）
秋田

田中　朝志

4. 新 I&A制度について～変更点のポイ
ント～

平成 27年度兵庫県輸血
医 療 従 事 者 研 修 会
（2015.11.21）神戸

田中　朝志

5. 安全な輸血療法を目指して－輸血の
チーム医療に焦点を当てて－

東京都平成 27年度血液
製剤適正使用に関するア
ドバイス事業講演会
（2015.12.1）日野市立病
院（日野市）

田中　朝志

6. 安全かつ適正な輸血療法のために 東京都平成 27年度血液
製剤適正使用に関するア
ドバイス事業講演会
（2015.12.2）久我山病院
（杉並区）

田中　朝志
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7. 輸血の安全対策 東京都平成 27年度血液
製剤適正使用に関するア
ドバイス事業講演会
（2015.12.17）東京西徳洲
会病院（昭島市）

田中　朝志

高 齢 診 療 科

【教育】
「到 達 目 標」　当科では実臨床における学生教育の質の向上を目指して平成 23年度から 5年生の臨床実習指導を行っている。
「現 状 説 明」　現状では臨床実習を 1週間単位で行っているが，時間的制約もあり希望者のみの選択制である。
「点検・評価」　現状においては科長が最終的に点検，評価を行っている。
「改 善 方 策」　一週間という短い時間であることから，実臨床から少しでも多くの知識を学び取る姿勢を教育している。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 80%は達成したと考える。
【研究】
「到 達 目 標」　認知症を中心とした研究成果を世界的に認められる雑誌に投稿する。
「現 状 説 明」　高齢者における認知症と血液疾患の関係，認知症の薬物療法の評価，認知症の画像診断等の研究を同時進行で行っ

ている。
「点検・評価」　通常の診療行為に費やされる時間が多く，進捗状態は満足できるものではない。
「改 善 方 策」　医師の補充が望めない現状，医師以外のマンパワーを臨時的に雇用して研究を促進させる。
「目標・改善方策の達成度」　70%程度と考える。英文論文投稿に関しても 1編が投稿中であるが，研究結果においてはより達

成度を高める努力を行いたい。
【診療】
「到 達 目 標」　多摩地区での高齢者血液疾患，認知症診断の中核病院としての立場をより強固なものにする。
「現 状 説 明」　多摩地区のみならず神奈川県，山梨県からの高齢者の血液疾患を一手に見ている状況。また，認知症診断中核病

院としての位置づけで連日物忘れ患者の診療を行っている。
「点検・評価」　3人の医師では対応は十分とはいえないが，効率のよい医療で鋭意努力している。
「改 善 方 策」　医師の補充が望めない現状，医師以外のマンパワーを臨時的に雇用して研究を促進させる。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 70%程度は達成できている。特に八王子市内を中心とした医療連携に関しては，紹介

率 90%以上，逆紹介率も 100%以上を維持している。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　認知症介護者のために，認知症疾患の基礎知識，周辺症状の対応に関しての講演会を行う。
「現 状 説 明」　認知症の理解のために一般市民，介護者向けの講演会を行っている。また，薬剤師に対しても抗認知症治療薬の

使用法に関する講演会を行っている。薬剤センターが発行している一般向けの医療情報雑誌に，認知症の診断，
治療，予防等に関する執筆を 6回にわたって行った。

「点検・評価」　限られた外来時間で認知症家族の相談に乗ることが困難である。
「改 善 方 策」　休日，祭日等に，介護者，一般市民向けの講演を重ね，認知症の理解を深めてもらう。
「目標・改善方策の達成度」　薬剤師向けの講演会を 3回行った。達成度は 60%であり，一般市民向けの講演会をもっと行い認

知症治療に関する啓発活動に努めたい。

II.　学術論文
D1. フェルラ酸・ガーデンアンゼリカ配合
サプリメント（フェルガード）の認知
症発症予防効果

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）52（Suppl.）： 

106（2015.05）

金谷　潔史，阿部　晋衛，高田　祐輔，藤井　広子，
羽生　春夫

2. 認知症患者における酸化ストレスと
慢性炎症性因子との関連に関して

Dementia Japan（1342-

6 4 6 X） 2 9（ 3）：3 9 0
（2015.9）

泉澤　　恵，金谷　潔史，佐野有美子，川邊　一寛，
阿部　晋衛，高田　祐輔，藤井　広子，羽生　春夫

3. レビー小体型認知症の脳血流低下部
位－99mTc-ECD.SPECTによる検討－

Dementia Japan（1342-

6 4 6 X） 2 9（ 3）：3 9 7
（2015.9）

金谷　潔史，阿部　晋衛，高田　祐輔，藤井　広子，
羽生　春夫

4. レビー小体型認知症の脳血流低下部
位－99mTc-ECD.SPECTによる検討－

核医学（0022-7854）52
（3）：262（2015.09）

金谷　潔史，小泉　　潔，羽生　春夫
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5. 認知症患者におけるビタミン Dと認
知機能の関連

日本病態栄養学会誌
（1345-8167）19（Suppl.）：
S-208（2015.12）

大坪　志穂，菅原　麻弓，田口　丈士，南里　和紀，
竹内　有紀，山田　純司，金谷　潔史

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Diff erences in the Eff ects of Various 

Dementia Therapeutic Drugs－Compari-
son Using ADAS-Jcog and SPECT－

The 13th International 
Cogerence on Alzheimer’s 
& Parkinson’s Disese 
（ 2 0 1 5 . 3 . 2 0）N I C E , 
FRANCE

Kanaya K,  Abe S,  Fujii H,  Hanyu H

2. Oxidative Stress in Dementia Patients－ 
Study Using dROMs and BAP Test

25th Biennial Joint meet-
ing of International Society 
f o r  N e u r o c h e m i s t r y  
（2015.8.24）Cairns, Aus-

tralia

Kanaya K,  Abe S,  Fujii H,  Hanyu H

国内学会
A1. 各種認知症治療薬と SPECTにおける
脳血流変化との関係

Dementia Expert Meeting
（2015.1.19）東武ホテル
レバント東京

金谷　潔史

2. レビー小体型認知症の診断と薬物治
療について

レビー小体型認知症適応
追 加 記 念 講 演 会
（2015.1.27）京王プラザ
八王子

金谷　潔史

3. 認知症の診断および治療戦略－各種
認知症治療薬と SPECTにおける脳血
流変化との関係－

新都心認知症治療セミ
ナー（2015.2.9）京王プ
ラザホテル「御岳」

金谷　潔史

4. アルツハイマー型認知症とレビー小
体型認知症－診断と治療の差異に関
して－

第 114 回　 町 田 薬 学
フォーラム（2015.2.12）
町田市文化交流センター

金谷　潔史

5. 各種抗認知症治療薬の有効性の差異
－神経心理テストと SPECTによる脳
血流変化との関係－

かかりつけ医と認知症専
門医の連携セミナー
（2015.2.24）京王プラザ
八王子 「アイリス」

金谷　潔史

6. 各種認知症治療薬と SPECTにおける
脳血流変化との関係

台東認知症カンファラン
ス（2015.2.26）東京ドー
ムホテル「吉祥」

金谷　潔史

7. サプリメント（フェルガード）を含め
た各種認知症治療薬の有効性の差異
に関して

第 1回認知症治療研究会
（2015.3.1）THE GRAND 

HALL（品川）

金谷　潔史

8. 各種抗認知症治療薬の有効性の差異
－神経心理テストと SPECTによる脳
血流変化との関係－

尾道地区認知症セミナー
（2015.3.13）尾道国際ホ
テル

金谷　潔史

9. 認知症と骨折を考える 八王子実地医療フォーラ
ム（2015.3.23）八王子エ
ルシィ 3F

金谷　潔史

10. 高齢者認知症の診断に画像検査をこ
う使っています

第 74回日本医学放射線
学会総会　ランチョンセ
ミナー（2015.4.19）パシ
フィコ横浜会議センター

金谷　潔史
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11. レビー小体型認知症の画像診断と治
療法

第 57回日本老年医学会
学術集会　ランチョンセ
ミナー（2015.6.12）パシ
フィコ横浜会議センター
3F

金谷　潔史

12. 各種抗認知症治療薬の有効性の差異
－神経心理テストと SPECTによる脳
血流変化との関係－

第 6回　八王子地域精神
医 療 薬 学 研 究 会
（2015.6.16）八王子市学
園都市センター

金谷　潔史

13. 認知症と骨粗鬆症 第 2回高齢者医療を考え
る会（2015.8.7）東京医
大八王子医療センター教
育棟 2階

金谷　潔史

14. 認知症の薬物療法～レビー小体型と
アルツハイマー型認知症の違いを中
心に～

第 4回　精神科専門領域
薬剤師養成研修会

金谷　潔史

15. 認知症の診断および治療戦略－各種
認知症治療薬と SPECTにおける脳血
流変化との関係－

日野地区 ADカンファラ
ンス（2015.9.11）イオン
モール多摩平の森 3F

金谷　潔史

16. 認知症の診断および新たな治療戦略
～AChE阻害薬の使い分けに関して～

調布市文化会館　たづく
り（2015.10.20）

金谷　潔史

17. イクセロンパッチ 1Step 　記念講演会 
in 東海

名古屋マリオットソシア
ホテル 16F（2015.10.24）

金谷　潔史

18. 認知症の診断および新たな治療戦略
～AChE阻害薬の使い分けに関して～

Dementia Conference in 町
田（2015.10.27）ホテル 
ザ・エルシィ町田 B1F

金谷　潔史

19. 認知症の診断および新たな治療戦略
～AChE阻害薬の使い分けに関して～

認知症フォーラム in 北
多 摩 西 部（2015.11.10）
立川市たましん RISURU
ホール

金谷　潔史

20. 認知症の診断および新たな治療戦略
～AChE阻害薬の使い分けに関して～

Dementia Conference in 多
摩（2015.11.20）京王プ
ラザホテル多摩

金谷　潔史

21. 認知症の診断および治療戦略－各種
認知症治療薬と SPECTにおける脳血
流変化との関係－

勝浦・夷隅認知症医療連
携懇話会　塩田病院　講
堂

金谷　潔史

B1. フェルラ酸・ガーデンアンゼリカ配合
サプリメント（フェルガード）の認知
症発症予防効果

第 57回本老年医学会学
術集会（2015.6.12）パシ
フィコ横浜会議センター

金谷　潔史，阿部　晋衛，高田　祐輔，藤井　広子，
羽生　春夫

2. レビー小体型認知症の脳血流低下部
位－99mTc-ECD.SPECTによる検討－

第 34回日本認知症学会
学術集会（2015.10.3）リ
ンクステーションホール
青森

金谷　潔史，阿部　晋衛，高田　祐輔，藤井　広子，
羽生　春夫

3. 認知症患者における酸化ストレスと
慢性炎症性因子との関連に関して

第 34回日本認知症学会
学術集会（2015.10.3）リ
ンクステーションホール
青森

泉澤　　恵，金谷　潔史，佐野有美子，川邊　一寛，
阿部　晋衛，高田　祐輔，藤井　広子，羽生　春夫

4. レビー小体型認知症の脳血流低下部
位－99mTc-ECD.SPECTによる検討－

第 53回　日本核医学会
学術総会（2015.11.5）ハ
イアットリージェンシー
東京

金谷　潔史，小泉　　潔，羽生　春夫
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リウマチ性疾患治療センター

【教育】
「到 達 目 標」　関節リウマチを含む自己免疫性疾患の診断と治療を，臨床現場で学ぶ。
「現 状 説 明」　28年度医学科 6年生の臨床実習を合計 12週間受け入れた。
「点検・評価」　学生からの評価を受けながら医学科 5，6年生の臨床実習を積極的に受け入れていきたい。
「改 善 方 策」　平成 28年度から上記開始。
「目標・改善方策の達成度」　29年度に振り返る。
【研究】
「到 達 目 標」　リウマチ性多発筋痛症の長期予後についての検討。その他
「現 状 説 明」　日本内科学会総会，日本リウマチ学会総会，ヨーロッパリウマチ学会（EULAR）で発表。
「点検・評価」　学会発表内容の論文化。
「改 善 方 策」　関節リウマチ多施設共同データベース（NinJa）に参加予定。
「目標・改善方策の達成度」　29年度に振り返る。
【診療】
「到 達 目 標」　関節リウマチを含む自己免疫性疾患の外来，入院診療。
「現 状 説 明」　28年 4月から 1人体制。
「点検・評価」　感染症科医師の協力を得て入院診療を実施している。
「改 善 方 策」　医師の増員が実現するよう各方面に働きかけていく。
「目標・改善方策の達成度」　29年度に振り返る。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　「現 状 説 明」　関節リウマチ・自己免疫性疾患についての患者対象講演会，など。
「点検・評価」　28年秋　鎌倉市保健所講演会，関節リウマチ患者さん向けパンフレット作製に研究費を支出。
「改 善 方 策」　29年度に振り返る。
「目標・改善方策の達成度」　29年度に振り返る。

II.　学術論文
A1. Cardiac involvement in relapsing poly-

chondritis in Japan
Rheumatology（Oxford, 
England）：258-259, 2015 
（IF=4.44）

Shimizu J,  Oka H,  Yamano Y

2. 東京医科大学八王子医療センターに
おける針刺し損傷「過少報告」につい
て－無記名自記入式質問紙調査の結
果－

東 医 大 誌 72（3）：235-

240, 2014
山田加奈子，青木　昭子，藤井　　毅，他

B1. 新領域別症候群シリーズ　骨格筋症
候群（第 2版）－その他の神経筋疾患
を含めて－　III 炎症性筋疾患　非感
染性筋炎　膠原病にみられるミオパ
チー　リウマチ性多発筋痛症

別冊日本臨床 32：361-

366, 2015
青木　昭子

2. 綿維筋痛症の最近の知見　特に治療
について

ペインクリニック 36
（3）：329-335, 2015

岡　　　寛

C1. 短期間の舌下免疫療法後に好酸球増
多を伴う血管浮腫 angioedema associ-
ated with eosinophiliaを発症した例

臨床免疫・アレルギー科
64：218, 2015

青木　昭子，岡　　　寛，内海　健太，一和多俊男

2. 多発関節炎を呈した慢性結節性痛風
の高齢男性

日本老年医学会雑誌 52
（4）：415-420, 2015

杉浦　美砂，青木　昭子

3. 皮膚潰瘍を呈し診断に苦慮した悪性
関節リウマチの 1例

臨 床 皮 膚 科 69（13）：
1015-1020, 2015

紙谷　祐衣，平山　真帆，岸田　功典，林　　和人，
長谷　哲男，青木　昭子，横内麻里子

4. 関節リウマチにおけるペインコント
ロール

ペインクリニック 36
（7）：945-950, 2015

岡　　　寛，中村　満行，青木　昭子
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5. 線維筋痛症の最新治療 心 身 医 学 55（6）：614, 
2015

岡　　　寛

6. 線維筋痛症の心身相関と全人的理解　
線維筋痛症マネージメント

心 身 医 学 55（6）：691, 
2015

岡　　　寛

7.【線維筋痛症の疼痛対策】【第 4部】神
経因生疼痛改善薬と随伴症状，合併症
に対する治療

難病と在宅ケア 21（1）：
32-35, 2015

岡　　　寛

8. 関節リウマチ治療薬の皮下注射の痛
みについて

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラ
ム・抄録集　59 回・24
回：631, 2015

岡　　　寛，中村　満行，青木　昭子

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 再発性多発軟骨炎（RP）の心血管病
変（多施設アンケート調査）（ワーク
ショップ）

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.04）名古屋

鈴木　　登，清水　　潤，岡　　　寛

2. 線維筋痛症の最近の治療の進歩（シン
ポジウム）

第 11回日本疲労学会総
会・学術集会（2015.05）
山口

岡　　　寛

3. 線維筋痛症の最新治療（特別講演） 第 56回日本心身医学会
総会（2015.06）東京

岡　　　寛

4. 線維筋痛症マネージメント（シンポジ
ウム）

第 56回日本心身医学会
総会（2015.06）東京

岡　　　寛

5. 日本線維筋痛症学会第 7回学術集会　
会長を拝命して（特別講演）

第 7回日本線維筋痛症学
会・学術集会（2015.10）
東京

岡　　　寛

6. 線維筋痛症におけるトリガーポイン
ト注射の意義（特別講演）

第 7回日本線維筋痛症学
会・学術集会（2015.10）
東京

小林　　誠，伊達　　久，岡　　　寛

B1. 大関節の多発関節炎を呈した慢性結
節性痛風の 1例

第 612回日本内科学会関
東地方会（2015.2.14）東
京

杉浦　美砂，青木　昭子，他

2. 関節リウマチ治療薬の皮下注射の痛
みについて

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.04）名古屋

岡　　　寛，中村　満行，青木　昭子

3. リウマチ性多発筋痛症の寛解に関与
する因子の解析

第 112回日本内科学会講
演会（2015.4.10-12）京
都

青木　昭子，江畑　　明

4. 限局型多発血管炎性肉芽腫症（GPA）
疑い 3症例の臨床経過

第 59回日本リウマチ学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.4.23-25）名古屋

青木　昭子，岡　　　寛

5. 総合病院外来患者における「お薬手
帳」の利用状況

第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会
（2015.6.14）筑波

青木　昭子，吉川　憲子，高坂　　聡，他

6. プレゼンテーション演習における相
互評価と自己評価，紙ベースからオン
ライン評価へ

第 47回日本医学教育学
会 大 会（2015.7.24-25）
新潟

青木　昭子，R.ブルーヘルマンス，菰田　孝行，
泉　　美貴，他
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7. 肝障害を伴い間質性肺炎が進行した
抗 MDA5 抗 体 陽 性 clinically amyo-
pathic dermatomyositis（CADM）の 1
例

第 617回日本内科学会関
東地方会（2015.9.12）東
京

林　佳奈子，青木　昭子，岡　　　寛，一和多俊男

8. 40代で発症し 68歳で診断された家族
性地中海熱の男性例

第 4回日本プライマリ・
ケア連合学会関東甲信越
ブ ロ ッ ク 地 方 会
（2015.11.29）新潟

竹嶋　　咲，青木　昭子，岡　　　寛，岸田　　大

9. 眼，鼻，耳病変に限局した多発血管炎
性肉芽腫症 GPAの 2例

第 26回日本リウマチ学
会関東支部学術集会
（2015.12.5）東京

田中　英基，青木　昭子，岡　　　寛

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 日本医師会生涯教育ビデオ監修 ビデオ監修（2015.1.1）

公益社団法人　日本医師
会

岡　　　寛

2. 初期研修医レクチャー講師 関 節 炎 の 鑑 別 診 断
（2015.4.1）東京医科大学
八王子医療センター

岡　　　寛

3. 日本リウマチ財団登録リウマチケア
看護師・薬剤師制度審査委員

日本リウマチ財団登録リ
ウマチケア看護師・薬剤
師 制 度 審 査 委 員
（2015.4.1）公益財団法人　
日本リウマチ財団

岡　　　寛

4. 日本線維筋症学会 中 央 研 修 会 講 師
（2015.4.1）一般社団法人　
日本線維痛症学会

岡　　　寛

呼 吸 器 外 科

【教育】
「到 達 目 標」　研修医には呼吸器疾患の診断から治療までを組み立てることができるようにし，手術に参加して手技を習得する。

学生には実地臨床を通して，呼吸器疾患の重点事項を学び，レントゲンの読影を習得する。
「現 状 説 明」　年間を通じて，研修医がいるわけではなく，学生も数人が回ってくるのみである。
「点検・評価」　症例も多く，内容の濃い研修が行えている。
「改 善 方 策」　研修学生数を増やす。
「目標・改善方策の達成度」　目標は十分達成できているが，研修学生数増加にはつながっていない。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床材料を用いて新たな知見を得る。
「現 状 説 明」　多忙なため十分なリサーチができない。
「点検・評価」　医局員が少なく，臨床が多忙で研究まで手が回らない。
「改 善 方 策」　医局員の増員。クラークの活用。
「目標・改善方策の達成度」　医局員の増加はなく，充分なリサーチはできていない。
【診療】
「到 達 目 標」　肺癌に関しては最新の情報を取り入れ，個々の患者に相応しい治療を提供出るように努める。肺癌以外の呼吸器

外科的疾患は遅滞なく治療に移れるように環境を整える。
「現 状 説 明」　学会，研究会に積極的に参加し，最新の情報を取り入れた治療を行っている。全体の手術症例の増加に反し，麻

酔科医は充足されておらず，手術室看護師も不足している。遅滞なく治療に移れる環境ではない。
「点検・評価」　少ない人数で，外来～検査～手術・抗癌剤治療・放射線治療・分子評的治療～終末期医療すべて受け持っており，

事故を起こしかねない状況である。
「改 善 方 策」　医局員の確保。コメディカルへの仕事分担。手術室環境も充当。
「目標・改善方策の達成度」　仕事分担はできでおらず，手術室環境も改善されていない。
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【社会貢献】
「到 達 目 標」　八王子 needsに応えるべく，紹介患者は断らず，治療成果を医師会に還元する。
「現 状 説 明」　紹介患者はすべて受けており，年 2回，八王子医師会向けにレントゲンセミナーを行っている。細胞学に関して

は，他学の講義，学会セミナーを行い，広く貢献している。
「点検・評価」　肺癌に関しては診断から治療，さらに緩和医療まで一貫して行っており癌拠点病院の一翼を担っている。また，

胸部外傷も受け入れ，災害拠点病院としての機能も遂行している。
「改 善 方 策」　現在の体制を続ける。
「目標・改善方策の達成度」　十分な社会貢献を遂行している。

I.　著書
1. 細胞診ガイドライン　呼吸器・胸腺・
体腔液・リンパ節

金原出版 2015.6 三浦　弘之

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 肺癌新病期分類 II期の妥当性と問題
点

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.17）
名古屋

三浦　弘之，河口　洋平，中嶋　英治，高橋　秀暢，
池田　徳彦

2. 病理病期 II期肺癌の位置づけ 第 55回日本呼吸器学術
集会（2015.4.19）東京

三浦　弘之，清水谷尚宏，内海　健太，一和田俊男

3. 擦過細胞組織型推定における免疫染
色の可能性

第 38回日本呼吸器内視
鏡 学 会 学 術 集 会
（2015.6.11）東京

三浦　弘之，河口　洋平，中嶋　英治，高橋　秀暢，
池田　徳彦

4. 胸部 X線で薄壁空洞を呈する陰影を
呈し細胞診にて診断された肺クリプ
トコッカスの一例

第 56回日本臨床細胞学
会総会（2015.6.12）松江

石崎　幹子，三浦　弘之，若槻よしえ，信太えりか，
加藤　彩子，田辺　　夢，脇屋　　緑，塚本　　哲，
芹澤　博美

5. 胸部単純 X線読影法～見逃さないた
めの check point～

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

三浦　弘之

6. ワークショップ　呼吸器細胞診の「こ
こまでは」と「ここからは」

第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

三浦　弘之，河口　洋平，中嶋　英治，高橋　秀暢，
池田　徳彦，若槻よしえ，吉田えりか，加藤　彩子，
田辺　　夢，石崎　幹子，芹澤　博美

7. 細胞検体を用いた遺伝子検索の検討 第 54回日本臨床細胞学
会秋期大会（2015.11.22）
名古屋

信太えりか，三浦　弘之，若槻よしえ，加藤　彩子，
田辺　　夢，石崎　幹子，芹澤　博美，脇屋　　緑，
塚本　　哲，河口　洋平，中嶋　英治，高橋　秀暢，
池田　徳彦

B1. 薄壁空洞を有する肺クリプトコッカ
ス症の一例

第 154回日本内視鏡学会
関東支部会（2015.9.19）
東京

河口　洋平，三浦　弘之，中嶋　英治，高橋　秀暢

2.（ポスター）後縦隔腫瘍として切除さ
れた右肺上葉小細胞癌の 1例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

福田賢太郎，中嶋　英治，三浦　弘之，高橋　秀暢，
池田　徳彦，芹澤　博美

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 呼吸器・消化器（唾液腺・胆道系）の
画像と細胞像

細胞検査士会ワーク
ショップ（2015.1.24）日
本大学医学部（板橋区）

三浦　弘之

2. 呼吸器・消化器（唾液腺・胆道系）の
画像と細胞像

細胞検査士会ワーク
ショップ（2015.1.25）日
本大学医学部（板橋区）

三浦　弘之
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3. 分子標的薬治療の実際と臨床 アークレイ臨床検査セミ
ナー 2015　東京　肺癌
診 療・ 検 査 の Modern 
Topics ～個別化医療の実
際と展望～（2015.3.21）
東京

三浦　弘之

4.（特別講演）転移性肺腫瘍の細胞診と
臨床像

第 33回北九州胸部疾患
研究会（2015.4.10）福岡

三浦　弘之

5. 講演 MR 研 修 会（2015.4.27）
ホテルザ・ビー八王子（八
王子）

三浦　弘之

6. 細胞診断学講演 細胞検査士養成課程
（2015.5.7）杏林大学（三
鷹）

三浦　弘之

7.（特別講演）隠れた肺癌を探して下さ
い　～2015年切除症例から～

第 14回八王子胸部 X線
画 像 診 断 セ ミ ナ ー
（2015.5.18）東京

三浦　弘之

8. 細胞診断学講演 細胞検査士養成課程
（2015.5.28）杏林大学（三
鷹）

三浦　弘之

9. 肺癌の分子標的薬治療 社内勉強会（ファイザー）
（2015.6.8）ファイザー株
式会社

三浦　弘之

10. 呼吸器　早期がんと異型扁平上皮 細胞検査士養成講座
（2015.6.18）東京都がん
検診センター（府中）

三浦　弘之

11. ディスカスタント Thoracic Oncology研究会
（2015.6.27）パレスホテ
ル立川（立川）

中嶋　英治

12.（基調講演）非小細胞肺がんの遺伝子
検査の実際（EGFR/ALK中心に）

第 15回多摩呼吸器講演
会（2015.7.8）東京

三浦　弘之

13. 細胞検査士養成講習会講師 第 124回細胞検査士養成
講習会（2015.7.9）東京
医学技術専門学校（墨田
区）

三浦　弘之

14.（スライドカンファレンス）　出題者 第 34回東京都臨床細胞
学会総会・学術集会
（2015.7.18）品川区

三浦　弘之

15.（パネリスト）症例検討 Tama lung Cancer Work-
shop（2015.7.29）立川

中嶋　英治

16. パネルディスカッション Tama Thoracic Oncology 
Conference（2015.7.31）
立川

中嶋　英治

17. 淡い陰影に注意！～置換性増殖優位
型配線癌かもしれません～

第 13回八王子胸部 X線
画 像 診 断 セ ン タ ー
（2015.10.14）京王プラザ
ホテル八王子（八王子）

三浦　弘之

18. 肺腺癌新WHO分類の細胞・病理と臨
床像

平成 27年度日臨技　関
甲信支部医学検査学会
（第 52 回）（2015.10.17）
長野

三浦　弘之
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19. 胸部 X線読影実践 50題 第 30回日本肺がん集検
セ ミ ナ ー（2015.11.28）
世話人　三浦弘之

三浦　弘之，芹澤　博美

20. 肺癌胸部 X線画像診断について 社内研修会（日本ベーリ
ンガーインゲルハイム）
（2015.12.2） 多 摩 CS セ
ンター（府中）

三浦　弘之

21. 肺がんの診断と治療に関する社内勉
強会

社内研修会（ブリストル
マイヤーズ）（2015.12.17）
ブリストルマイヤーズ株
式会社 府中会議室（府
中市）

三浦　弘之

乳 腺 科

【教育】
「到 達 目 標」　当科では実習学生に対し，外来，病棟，手術，化学療法のいずれの場面にも立ち会わせ，実践的な知識の獲得を

目指した，OJT方式の実習を行う。
「現 状 説 明」　5年生は 1カ月単位で八王子医療センターには学生が実習に来るが，その中で当科を選択する学生は月平均 3名

であった。また 6年生の選択実習では定員を超える応募者があったがマッチングの問題もあり，4月 1名，6月，
7月に各 1名，計 3名の学生が実習した。6年生の実習時には皮切や縫合まで実際の患者の手術時に行ってもらっ
た。

「点検・評価」　当科を選択した学生評価では実習満足度は毎回 90%以上であった。
「改 善 方 策」　毎週学生が実習を選択するよう，針生検などの臨床手技を学べるような実習内容に改善させる。
「目標・改善方策の達成度」　目標どおり学生には実践的な参加を求めた実習をさせている。
【研究】
「到 達 目 標」　日々の臨床から得られた知見を臨床試験，治験の参加を通じて情報を全国，世界に発信する。基礎研究者との共

同研究を発展させる。
「現 状 説 明」　全国規模の臨床試験，地域の臨床試験，治験の参加に取り組んでいる。基礎研究者との共同研究を開始した。
「点検・評価」　個々の試験，治験での参加症例が少ない。基礎研究者との直接的な交流機会が限られる。
「改 善 方 策」　治験管理室，基礎部門との連携をさらに図る。研究目的の会合を定期的に行う。
「目標・改善方策の達成度」　現在全国規模の臨床試験に 5件，医師主導臨床試験の独立監査委員として 1件，治験に 1件参加中

であるが，治験管理室との連携のもとに更にふやしていきたい。共著者として 1本　論文を発表することができ
た。

【診療】
「到 達 目 標」　南多摩地区の乳がん診療の中核施設を目指す。
「現 状 説 明」　平成 26年度は年間 144件の原発性乳癌手術を行った。
「点検・評価」　 医事課の DPCからの解析によると当科は南多摩地域で最も乳癌診療を行っている。しかし，近隣に乳腺クリニッ

ク，乳腺専門医を有する病院が周辺地域に増加した。
「改 善 方 策」　さらなる患者集客のため，併存疾患を有する患者も総合病院であることのメリットを生かして積極的に受け入れ

る。保険収載となった乳房再建を本院形成外科からの非常勤医のサポートのもとに積極的に導入する。
「目標・改善方策の達成度」　平成 27年度，原発性乳癌手術件数は 147件と微増にとどまっており，当科の特徴をさらに近隣医

療施設にアピールする。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　市民のみならず近隣医療機関に向けて乳がんに対する情報を発信し早期に発見される症例を増やす。
「現 状 説 明」　市民公開講座を実施，連携医療の会の開催に取り組んでいる。八王子在住の乳癌患者の会「八王子こむらさきの

会」を立ち上げ活動を開始した。
「点検・評価」　参加者にはおおむね好評で，さらに情報提供の機会の増加を求める声が多かった。
「改 善 方 策」　当院に関わる医療関係者，患者だけでなく，南多摩全体の医療関係者，市民を対象とし情報提供を行う。
「目標・改善方策の達成度」　連携医療の会は発展的解消し八王子乳腺疾患懇話会となり医師会の生涯教育認定講座に指定された。

2016年 2月に第 1回の患者会「八王子こむらさきの会」を開催　参加者は 155名と盛況であり，今後，年 2回（2
月，8月）の開催を予定している。
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Early and accute prediction of pathologi-

cal response by magnetic resonance imag-
ing and ultrasonography in patients

2015 San Antonio Breast 
C a n c e r  S y m p o s i u m 
（2015.12.8）USA

Kaise H,  Ishikawa T,  Miura D,  Hasegawa Y,  Horiguchi 
J,  Hayashi M,  Takao S,  Kim SJ,  Tanino H,  Miyashita 
M,  Konishi M,  Shigeoka Y,  Yamagami K,  Suzuki M,  
Taguchi T,  Akazawa K,  Kohno N

国内学会
A1.（特別講演）ER陽性 HER2陰性再発乳
癌治療の今後の可能性

第 12回武蔵野乳癌研究
会（2015.2.21）東京

林　　光弘

2. Expression of programmed death ligand 1
（PD-L1）is associated with poor progno-
sis in human breast cancer

The 5th Edo Breast Cancer 
Seminar（2015.3.7）東京

林　　光弘，矢形　　寛

3.（特別講演）乳癌治療の最前線 第 3回柏崎乳がんセミ
ナー（2015.3.13）柏崎

林　　光弘

4. AI剤耐性後の治療について　－あ
ふぃにトールという立場から－

T-SKY（乳癌薬物療法を
考える会）（2015.8.29）
東京

林　　光弘

5. 転移・再発乳がんの治療戦略と Eribu-
linのポジショニング

HALAVEN Meet The 
Expert（2015.9.25）岡

林　　光弘

6. Longitudinal Assessment of Chemother-
apy-Induced Structural in Cerebral White 
Matter and Its Correlation With Impaired 
Cognitive Functioning

The 6th Edo Breast Cancer 
Seminar（2015.9.26） 東
京

林　　光弘

B1. 当科における Eribulinの使用経験－長
期奏功例の解析を中心に－

多摩 Breast Cancer Con-
ference（2015.5.22）東京

林　　光弘

2. 処方実績からみた当科の漢方の使い
方

Science 漢 方 Seminar
（2015.6.5）東京

林　　光弘

3. Triple Negative乳癌幹細胞に対する炭
素線と Cisplatin との併用による in 
vitro, in vivo殺傷効果

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

崔　　　星，林　　光弘，唐澤久美子，堀本　義哉，
白井　敏之

4. 乳癌化学療法施行後の無月経期間の
検討

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

石川　裕子，柴崎ゆかり，天谷　圭吾，松尾　聡美，
三坂　武温，平良眞一郎，林　　光弘

5. Tumor-infiltrating lymphocytes（TILs）
は HER2陽性乳癌の術前科学療法効果
予測因子となりうるか

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

松尾　聡美，石川　裕子，柴崎ゆかり，天谷　圭吾，
芹澤　博美，三坂　武温，森谷　卓也，松永　忠東，
服部　裕昭，林　　光弘

6. Fulvestlant療法（FUL）および FUL後
のホルモン療法の治療効果

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

天谷　圭吾，石川　裕子，柴崎ゆかり，松尾　聡美，
三坂　武温，林　　光弘

7. Eribulin療法における効果予測因子の
探索

第 23回日本乳癌学会学
術総会（2015.7.2）東京

柴崎ゆかり，天谷　圭吾，松尾　聡美，石川　裕子，
三坂　武温，松永　忠東，林　　光弘

8. 当科におけるアバスチンの使用経験 第 5回多摩乳癌分子標的
治療研究会（2015.10.16）
東京

林　　光弘，石川　裕子

9. 進行再発乳癌に対する S-1隔日投与の
検討

第 53回日本癌治療学会
（2015.10.29）京都

林　　光弘，石川　裕子，柴崎ゆかり，天谷　圭吾

10. 嚢胞内乳頭腫との鑑別に離渋した乳
頭腺管癌の一例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

柴崎ゆかり，石川　裕子，松尾　聡美，天谷　圭吾，
芹澤　博美，三坂　武温，森谷　卓也，林　　光弘

11. 初発転移に髄膜播種をきたした乳癌
の一例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.28）福
岡

石川　裕子，柴崎ゆかり，天谷　圭吾，松尾　聡美，
林　　光弘
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12. 当科における乳房再建の現状 第 12回日本乳癌学会関
東地方会（2015.12.5）大
宮

柴崎ゆかり，石川　裕子，松尾　聡美，天谷　圭吾，
島中　弘輔，三坂　武温，林　　光弘

13. 葉状腫瘍手術における予定切離マー
ジンと切離断端の関係

第 12回日本乳癌学会関
東地方会（2015.12.5）大
宮

天谷　圭吾，石川　裕子，柴崎ゆかり，松尾　聡美，
三坂　武温，芹澤　博美，林　　光弘

心 臓 血 管 外 科

【教育】
「到 達 目 標」　当科では学生と初期研修医，さらには心臓血管外科専攻医を対象とし，心臓血管外科での手術治療を中心とした

臨床を通じて医師としての知識・技能の取得と人間性の育成を目標とする。
「現 状 説 明」　現状では，忙しい科は敬遠される傾向にあり当科を選択する学生・初期研修医の数が少なく，臨床教育を充分に

行える環境にない。
「点検・評価」　手術を中心に，カンファレンスや病棟での診療に参加し，その行動を評価する。
「改 善 方 策」　当科を選択する学生・初期研修医が増えるよう，機会があるごとに当科の重要性，面白さをアピールしていく。
「目標・改善方策の達成度」　5年生の臨床実習，6年生のクリニカルクラークシップへの参加，初期研修医の選択診療科となる。

特にクリニカルクラークシップと初期研修医の数を指標とする。2015年度は初期研修医の選択者は 1人であり
クリニカルクラークシップ 1人であった。双方とも少ない。

【研究】
「到 達 目 標」　当センターは臨床病院であるため，いわゆる基礎研究ではなく臨床研究や症例検討を行い，その成果を学会発表

や論文発表で公表する。
「現 状 説 明」　研究会や学会総会での発表はある程度達成されているが，論文発表，特に英語論文が少ない。
「点検・評価」　学会発表や論文発表によって，診療科全体として形のある業績の蓄積による。
「改 善 方 策」　カンファレンス等の際に臨床的に重要な症例を拾い上げ，いわゆる臨床研究や症例検討の動機づけを行っていく。

特に英語論文の増加を目指す。
「目標・改善方策の達成度」　2015年の英語論文は 1篇であった。いまだ不十分である。
【診療】
「到 達 目 標」　南多摩地域において，心臓血管外科での中心的役割を担っていく。
「現 状 説 明」　DPC分析によれば，南多摩医療圏での心臓血管外科手術の占有率は 1位であるものの，特に緊急症例に対して

充分な対応ができていない。
「点検・評価」　手術症例数，入院・外来患者数，入院・外来医療費総収入による比較検討を行う。特に医療収入と手術症例数指

標とする。
「改 善 方 策」　当科のみでなく，センター全体としての医師の確保と個々の患者に対する真摯な対応に努める。緊急症例への対

応を迅速にする。
「目標・改善方策の達成度」　2015年度は 2014年度に比べ，局麻手術症例は減少したが全麻手術症例数は増加した。その結果，

手術収入が増加し診療科としての医療収入は増加した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　市民公開講座や研究会を通して，心臓血管疾患の予防・治療に関する啓発を行う。
「現 状 説 明」　病診連携や市民公開講座の開催・参加等が不充分である。
「点検・評価」　病診連携の会，市民公開講座などの開催・参加数，および初診患者数による。
「改 善 方 策」　ホームページを通じての情報提供，病診連携の会や市民公開講座の開催を行う。紹介率，逆紹介率を上昇させる。
「目標・改善方策の達成度」　2015年は市民公開講座（Take ABI in HACHIOJI）への参加は約 140名であった。地域への研究会へ

の参加，発表に関しては前年と同様であった。

I.　著書
1. 下肢静脈瘤手術に必要な解剖と病態
生理

金原出版，最新 アッペ・
ヘモ・ヘルニア・下肢バ
リックスの手術 69（4）：
625-632, 2015

進藤　俊哉
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II.　学術論文
A1. Structural analysis of adventitial collagen 

to feature aging and aneurysm formation 
in human aorta

Journal of Vascular Sur-
gery 63（5）：1341-1350, 
2015（IF=3.021）

Urabe G,  Hoshina K,  Shimanuki T,  Nishimori Y,  Miyata 
T,  Deguchi J  

2. Reduced Protein C activity might be asso-
ciated with progression of peripheral arte-
rial disease

Angiology  66（6）：584-

587, 2015
Komai T,  Shindo S,  Sato M,  Ogino H

III.　学術刊行物
B1. 心臓と血管の外科治療 旗鼓堂堂，東京医科大学

報 585：12-13, 2015
進藤　俊哉

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. nack and pitfall of Aorfi x endovascular 

stent graft system
Aorfi x expert meeting in 
Tokyo（2015.3.14）東京

赤坂　純逸

2.（特別講演）透析患者の PAD治療につ
いて

第 8 回 Dialysis-net802
（2015.11.24）　立川

進藤　俊哉

3.（特別講演）血管外科医の PAD治療－
EVTか open surgeryか ?

第 7回 PADカンファラ
ンス（2016.1.16）東京

浦部　　豪，進藤　俊哉

B1. EVT施行不能例に対する下腿動脈バ
イパスの一例

第 4回多摩 CLI研究会
（2015.11.12）

内山　裕智

2. 長期の松葉杖歩行による上腕動脈急
性閉塞の 1例

第 7回 PADカンファラ
ンス（2016.1.16）東京

浦部　　豪

3. 閉塞性動脈硬化症に対する漢方治療
の可能性

第 6回多摩フットケアセ
ミナー

河合　幸史

4. 抗生剤使用回数の違いによる急性虫
垂炎保存治療成績の比較

第 89回日本感染症学会
総 会・ 学 術 講 演 会
（2015.4.16）京都

河合　幸史

5. Endurant 脚閉塞症例の検討－Technical 
failureを避けるための strategy－

第 62回東京医科大学循
環器研究会（2015.5.16）
東京

赤坂　純逸

6. 閉塞性動脈硬化症による間欠性跛行
に対する八味地黄丸の有用性

第 43回日本血管外科学
会学術集会（2015.6.4）
横浜

河合　幸史

7. 閉塞性動脈硬化症による間欠性跛行
に対する八味地黄丸の有用性

第 66回日本東洋医学会
学術総会（2015.6.13）富
山

河合　幸史

8. 当センターにおける症例報告 東大血管外科症例検討会
（2015.7.18）

浦部　　豪

9. 開心術後の誤嚥予防に対する半夏厚
朴湯の有用性

第 68回日本胸部外科学
会 定 期 学 術 集 会
（2015.10.18）神戸

河合　幸史

10. Coral reef aortaに対し比解剖学的バイ
パス術を施行した 1例

第 23回日本血管外科学
会関東甲信越地方会
（2015.10.24）東京（東邦
大学）

赤坂　純逸

11. 保存的治療にて消失した感染性総腸
骨動脈瘤の 1例

第 56回日本脈管学会総
会（2015.10.29）東京

浦部　　豪，河合　幸史，内山　裕智，本橋　慎也，
井上　秀範，赤坂　純逸，進藤　俊哉

12. 当センターにおける症例報告 東大血管外科症例検討会
（2015.12.12）

浦部　　豪
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13. 左鎖骨下動脈を完全閉塞させてステ
ントグラフト治療を行った胸部大動
脈瘤の 1例

第 63回東京医科大学循
環器研究会（2015.12.20）
東京

内山　裕智，赤坂　純逸，井上　秀範，本橋　慎也，
浦部　　豪，河合　幸史，進藤　俊哉

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 本当に怖い大動脈瘤とその治療法－
体に優しい治療をめざして

八王子学園都市いちょう
塾公開講座（2015.2.21）
東京

赤坂　純逸

2. AORFIXTM AAA ステントグラフトシ
ステムの使用経験

Aorfi xTM 症 例 検 討 会　
2015.3.15（2015.3.14）東
京

赤坂　純逸

3. ステントグラフトについて ステントグラフト社外講
師勉強会（2015.4.14）東
京

赤坂　純逸

脳 神 経 外 科

【教育】
「到 達 目 標」　臨床現場，CPC，院内カンファランスを通じていろいろな手技・知識を取得させる。
「現 状 説 明」　初期研修医は，脳神経外科主催の定期的医局カンファランス，ブレインアタックカンファランス，南多摩神経放

射線カンファランス，八王子てんかんカンファランス，南多摩脳神経外科懇話会に等に積極的に参加させる。
「点検・評価」　研修医・学生からの評価を参考に点検・評価を施行している。
「改 善 方 策」　上記のカンファランスを通じて，脳神経外科全般の知識・手技を学ぶことが可能と考えている。
「目標・改善方策の達成度」　研修医・学生からの評価は高く，また種々のカンファランスも有機的に機能しており，満足すべき

達成度と考えている。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床に接点を持った臨床研究を行う。また，各種研究費の取得を目標におく。学会発表，論文発表の活性化を促

進させる。
「現 状 説 明」　学会発表は積極的になされている。
「点検・評価」　医局 Annual Reportを毎年作成・発刊しており，その評価・検証としている。
「改 善 方 策」　八王子医療センター全体の研究機能の構築，特に近隣施設との研究連携を勘案していく必要がある。
「目標・改善方策の達成度」　診療の多忙さのため，研究面の対応が十分でない。研究連携を多施設と展開することが重要と考え

ている。
【診療】
「到 達 目 標」　八王子市の中核病院として機能しており，特に 3次救急を担っており，急性期医療の拠点病院としての役割を果

たしている。
「現 状 説 明」　日本脳神経外科学会研修施設，日本脳卒中学会教育認定施設，日本てんかん協議会認定・3次診療病院として活

動している。特に，南多摩医療圏域のてんかん診療の拠点病院として活動している。
「点検・評価」　更なるマンパワー確保が急務である。
「目標・改善方策の達成度」　入院患者，手術件数，収益の増加があり，バランスのとれた広範囲にわたる症例を取り扱っており，

ほぼ満足すべき診療の展開がなされているものと考えている。今後は更なるマンパワーの増加をはかり，充実し
た救急体制の構築をはかりたい。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　南多摩医療圏域，八王子市民に良質かつ先進医療を提供する。
「現 状 説 明」　脳卒中やてんかんに関する市民公開講座や脳卒中医療連携協議会に参画している。
「点検・評価」　現状を維持し，更に当科当直による救急対応の前進を促進することが喫緊の課題と考えている。
「改 善 方 策」　更なるマンパワー確保，関連診療科との協力による救急体制の強化が重要と考えている。
「目標・改善方策の達成度」　南多摩医療圏域への社会貢献には，市民公開講座や種々の講演会の開催の促進を通じて，その達成

度の効率化を図りたい。
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I.　著書
1. Role and Management of IntracranialPres-

sure in Neuroanesthesia
Neuroanesthesia and Cere-
b r o s p i n a l  P r o t e c t i o n 
Springer, Japan：2015 
153-161

Ikeda Y,  Uchino H,  Miyashita R（Uchino H,  Ushijima K, 
Ikeda T,  eds）

2. Positioning of Neurosurgical patients Neuroanesthesia and Cere-
b r o s p i n a l  P r o t e c t i o n 
Springer, Japan：2015 
279-290

Jimbo H,  Ikeda Y（Uchino H,  Ushijima K,  Ikeda Y,  
eds）

3. Surgical Approaches and Procedures 
Based on Anatomical Study

Microsurgical Anatomy 
and Surgery of the Poste-
r i o r  C r a n i a l  F o s s a  
Springer, Japan：2015

Matsushima K,  Matsushima T（Matsushima T, ed）

4. 頭痛専門医試験　問題・解説集 日本頭痛学会（編），中
山書店，2015

池田　幸穂

5. 脳動脈解離 医学書院，今日の治療指
針・私はこう治療してい
る，868-869, 2015

池田　幸穗（編：山口　　徹，北原　光夫）

6. 抗てんかん薬：痙攣発作の予防と長期
にわたる治療

メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳），398-399

須永　茂樹（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

7. てんかん重積 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳），399-400

須永　茂樹（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

8. 無症候性脳血管障害（脳神経外科疾患
以外の手術に対して）

メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳），401-403

神保　洋之（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

9. 脳出血を有する患者の管理 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）403-405

神保　洋之（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

10. 硬膜下血腫と硬膜外血腫の管理 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）406-408

市川　　恵（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

11. 虚血患者の管理 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）408-412

市川　　恵（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

12. グラスゴー・スケールとリエージュ・
スケール

メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）412-413

大塚　邦紀（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

13. 脊髄損傷の初期対応 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）416-419

永井　健太（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

16122039_04八王子.indd   683 2017/03/15   17:20:33



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌684S

14. 頭部外傷の管理 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）414-415

大塚　邦紀（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

15. 髄膜炎 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）420-421

永井　健太（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

16. 脳膿瘍 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）422-423

深見真二郎（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

17. 尿崩症 メディカル・サイエンス・
インターナショナル，『ビ
ジュアル麻酔の手引』
（訳）424-426

深見真二郎（監訳：大畑　　恵，本田　　完）

II.　学術論文
B1. Trigeminocerebellar arteryによる三叉神
経 痛 と microvascular decompression
（MVD）

脳神経外科速報 25（3）：
244 -249, 2015

一桝　倫生，田草川　豊

2. 脳卒中と頭痛 日本頭痛学会誌 42（1）：
57-59, 2015

池田　幸穂

3. 病院運営と医療経営士 脳神経外科 43（9）：773-

774, 2015
池田　幸穂

4. 小脳脳幹裂の解剖とその開放 第 29回日本微小脳神経
外科解剖研究会講演集 
81-82, 2015

松島　　健，Yagmurlu K,  神保　洋之，河野　道宏，
Rhoton AL Jr

C1. Preservation of the nerves to the frontalis 
muscle during pterional craniotomy.

J Neurosurg 122（6）：
1274-1282, 2015

Poblete T*,  Jiang X*,  Komune N*,  Matsushima K,  Rhoton 
AL*

2. Comparative Study of the Free Radical 
Scavenging Activities of Original and 
Generic Edaravone Determined by Elec-
tron Spin Resonance

J Neurol Disord 2015 （3）
4

Jimbo H,  Ikeda Y,  Lee M

3. Middle latency auditory-evoked potential 
index monitoring of cerebral function to 
predict functional outcome after emer-
gency craniotomy in patients with brain 
damage

Scandinavian Journal of 
Trauma, Resuscitation and 
Emergency  Medic ine  
（23）：80, 2015

Tsurukiri J,  Nagata K,  Hoshiai A,  Oomura T,  Jimbo H,  
Ikeda Y

4. Rapid de novo aneurysm formation after 
Rathke’s cleft cyst rupture：a case report

Wo r l d  N e u r o s u rg e r y  
（30）：11, 2015

Jimbo H,  Ichikawa M,  Fukami S,  Otsuka K,  Tsurukiri J,  
Sunaga S,  Ikeda Y

5. Microsurgical Anatomy of the Lateral 
Condylar Vein and its Clinical Signifi -
cance

Neurosurgery 11（Suppl 
2）：135-146, 2015

Matsushima K,  Funaki T,  Komune N,  Kiyosue H,  
Kawashima M,  Rhoton AL

6. Absence　of the superior petrosal veins 
and sinus：Surgical considerations

Surg Neurol Int 26（6）：
34, 2015

Matsushima K,  Ribas ES,  Kiyosue H,  Komune M,  Miki 
K,  Rhoton AL

7. Comparison of lateral microsurgical pre-
auricular and anterior endoscopic 
approaches to the jugular foramen

J Laryngol Otol 129（Suppl 
2）：S12-20, 2015 

Komune N,  Komune S,  Matsushima K,  Rhoton AL
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8. Japanese　Neurosurgeons and Microsur-
gical Anatomy：A Historical Review

 Neurol Med Chir（Tokyo） 
1 5； 5 5（ 4）：2 7 6-2 8 5 , 
2015

Matsushima T,  Kawashima M,  Matsushima K,  Wanibu-
chi M

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Acute atrophic changes of the volume of 

interest composing of hippocampus, 
amygdaloid body, and entorhinal area fol-
lowing moderate  traumatic intracranial 
injury is associated with reduction of daily 
activity in the middle-aged and the elderly

16th European Congress of 
Trauma & Emergency Sur-
gery（2015.5.11）Amster-
dam

Tsurukiri J,  Ueno K,  Kumasaka K,  Oomura T,  Sano H,  
Sunaga S

2. Microsurgical and Endoscopic Anatomy 
of the Extensions of the Retrosigmoid 
Approach and Applications of the Electro-
magnetic Navigation System

15th Interim Meeting of 
the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.10）Rome

Matsushima K,  Komune N,  Matsuo S,  Jimbo H,  Kohno 
M,  Rhoton AL

3. Microsurgical Anatomy of the Cerebellar 
Fissures－Cerebellar-Brainstem Fissure 
dissections for Brainstem Surgery－

15th Interim Meeting of 
the World Federation of 
Neurosurgical Societies
（2015.9.10）Rome

Matsushima K,  Yagmurlu K*,  Jimbo H,  Kohno M,  Rho-
ton AL*

国内学会
A1.（シンポジウム）　救急センターでの
高齢者てんかん患者の特徴

第 20回日本脳神経外科
救急学会（2015.1.31）東
京

須永　茂樹，田中　洋輔，弦切　純也，新井　隆男，
須田　智裕，一桝　倫生，橋本　　亮，神保　洋之，
池田　幸穂

2.（コメンテーター）　頸動脈血栓内膜
剥離術（CEA），STA-MCA（もやもや
病）などの麻酔管理（虚血性脳障害を
きたす可能性のある疾患の麻酔管理）

第 62回日本麻酔科学会
学術総会（2015.5.29）神
戸

神保　洋之

3.（シンポジウム）頭蓋底悪性腫瘍に対
する切除方法ごとの再建法

第 27回日本頭蓋底外科
学会 （2015.7.9）名古屋

神保　洋之，吉澤　直樹，三浦　弘規，松島　　健，
橋本　　亮，須田　智裕，須永　茂樹，池田　幸穂，
河野　道宏，塚原　清彰

4.（特別講演）てんかんの診療と外科治
療

山梨赤十字病院院内講演
（2015.9.30）山梨

須永　茂樹

5.（シンポ）大学病院における医療経営
士の役割－現場主導型マネジメント
の確立を目指して－医療経営士が取
り組むべき使命と課題

日本医療経営実践協会　
創立 5周年記念シンポジ
ウム（2015.12.7）東京

池田　幸穂

B1. 迷走神経刺激術の適応について 第 38回日本てんかんの
外科学会（2015.1.15）東
京

須永　茂樹，神保　洋之，永井　健太，須田　智裕，
一桝　倫生，橋本　　亮，池田　幸穂

2. 救急医療における脳波検査の必要性
について

第 38回日本てんかんの
外科学会（2015.1.15）東
京

田中　洋輔，須永　茂樹，弦切　純也，新井　隆男，
神保　洋之，池田　幸穂

3. 薬物抵抗性てんかんに対して脳梁離
断術と迷走神経刺激術を行った 1例

第 38回日本てんかんの
外科学会（2015.1.15）東
京

一桝　倫生，須永　茂樹，永井　健太，須田　智裕，
大塚　邦紀，橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂
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4. 皮膚病変が進行し，脳腫瘍との鑑別を
要した肉芽腫性髄膜脳の 1例

第 129回東京医科大学八
王子医療センター CPC
（2015. 1.20）東京

須田　智裕

5. 言語性記憶検査において著しい虚再
生がみられたてんかん患者の症例

全国てんかん協議会総会
（JEPICA2015）（2015.2.1）
東京

宮本明日香，須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

6. 難治性てんかん治療中に繰り返す発
熱を認め，感染源特定に難渋した一例

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9）
東京

上原　萌子，喜納　峰子，山田　治広，小林　　裕，
高沢　謙二，池田　寿昭，須永　茂樹

7. 放射線壊死を合併した乳がん脳転移
の 1例

第 6回東京医科大学八王
子医療センター cancer 
board （2015.2.12）東京

神保　洋之

8. 当院で経験した Trousseau症候群の 7
例から

第 6回　東京医科大学八
王子医療センター cancer 
board （2015.2.12）東京

神保　洋之

9. 当施設のてんかん診療の取り組みと
課題

全国てんかん協議会総会
（ J E P I C A 2 0 1 5 ）
（2015.2.14）東京

須永　茂樹，神保　洋之，田中　洋輔，新井　隆男，
池田　幸穂

10. 患者の自己管理能力を高めるための
看護介入

全国てんかん協議会総会
（ J E P I C A 2 0 1 5 ）
（2015.2.14）東京

中沢由香里，盛上　直美，須永　茂樹，神保　洋之，
池田　幸穂

11. 非痙攣性てんかん重積状態（NCSE）
の鑑別において医師が実施する簡易
脳波検査の有効性

全国てんかん協議会総会
（ J E P I C A 2 0 1 5 ）
（2015.2.14）東京

田中　洋輔，上野　恵子，熊坂謙一郎，弦切　純也，
新井　隆男，神保　洋之，須永　茂樹，池田　幸穂

12. 脳炎による難治性てんかん患者に対
する理学療法の経験

全国てんかん協議会総会
（ J E P I C A 2 0 1 5 ）
（2015.2.14）東京

川幡江里子，冨田　千尋，新美　拓穂，須永　茂樹，
神保　洋之，池田　幸穗

13. 当院における成人てんかん患者リハビ
リテーションの在り方について－看護
師に対するアンケート調査より－

全国てんかん協議会総会
（ J E P I C A 2 0 1 5 ）
（2015.2.14）東京

冨田　千尋，川幡江里子，佐藤麻衣子，盛上　直美，
須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

14. 中核病院でのてんかん診療の取り組
み

全国てんかん協議会総会
（ J E P I C A 2 0 1 5 ）
（2015.2.14）東京

大友　　舞，脇田　由香，中川　淳子，坂下　圭史，
鎌倉俊太郎，原田かおり，小林　千穂，小山　正晴，
須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

15. 交通外傷後に難治性てんかん発作と
性格変化を呈した 1例

第 38回日本脳神経外傷
学会（2015.3.6）徳島

須永　茂樹，神保　洋之，須田　智裕，一桝　倫生，
橋本　　亮，池田　幸穂

16. 抗凝固薬内服患者の頭蓋内出血に対
する開頭手術における止血管理

第 40回日本脳卒中学会
（stroke2015）（2015.3.28）
広島

永井　健太，神保　洋之，須永　茂樹，大塚　邦紀，
橋本　　亮，一桝　倫生，須田　智裕，武田　泰明，
池田　幸穂，河野　道宏

17. くも膜下出血後に発症したてんかん
についての検討

第 40回日本脳卒中学会
（stroke2015）（2015.3.28）
広島

須永　茂樹，大塚　邦紀，須田　智裕，永井　健太，
一桝　倫生，橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂

18. 側頭骨悪性腫瘍における，顔面神経温
存と再建

第 24回脳神経外科手術
と機器学会（2015.4.3）
大阪

神保　洋之，吉澤　直樹，塚原　清彰，一桝　倫生，
須永　茂樹，須田　智裕，橋本　　亮，河野　道宏，
池田　幸穂

19. 内視鏡併用開頭術にて全摘出を得た
鞍結節部髄膜腫の一例

第 51回多摩脳神経外科
懇話会（2015.4.9）東京

松島　　健，須田　智裕，一桝　倫生，橋本　　亮，
深見真二郎，須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

20. 小脳脳幹裂の解剖とその開放-特に脳
幹部手術のために

第 29回日本微小解剖研
究会（2015.4.11）名古屋

松島　　健，Yagmurlu K,  神保　洋之，河野　道宏，
Rhoton AL Jr

21. てんかん診療の実態 第 7回八王子てんかんカ
ンファランス（2015.5.13）
東京

須永　茂樹
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22. てんかんを伴った小児再発性側頭葉
内側腫瘍の 1例

第 23回多摩脳腫瘍研究
会（2015.5.16）東京

須田　智裕，須永　茂樹，神保　洋之，松島　　健，
福原　宏和，橋本　　亮，池田　幸穂

23. てんかん専門医着任による脳波検査
体制の変化

第 64回日本医学検査学
会（ 2015.5.16）福岡

脇田　由香，小林　千穂，福島かおり，大友　　舞，
中川　淳子，小山　正晴，須永　茂樹

24. Cervico-medullary gangliogliomaの 1例 第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.28）高松

福原　宏和，秋元　治朗，市川　　恵，永井　健太，
須田　智裕，深見真二郎，河野　道宏，澁谷　　誠

25. 悪性脳腫瘍に対する術中迅速免疫染
色診断の試み

第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.29）高松

須田　智裕，秋元　治朗，河野　道宏

26. 頸椎椎弓形成術後に水頭症を呈した 1
例

第 33回多摩脊椎・脊髄
カ ン フ ァ レ ン ス
（2015.6.4）東京

橋本　　亮，松島　　健，福原　宏和，須田　智裕，
須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之

27. 虐待と判断し，臓器提供の希望を退け
た幼児重症頭部外傷の一例

第 43回日本小児神経外
科学会（2015.6.12）山口

福原　宏和，秋元　治朗，市川　　恵，深見真二郎，
橋本　孝朗，熊田　　篤，河島　尚志，河野　道宏

28. 脊髄髄膜瘤修復術後水頭症患児の
シャント機能不全についての検討

第 43回日本小児神経外
科学会（2015.6.12）山口

大塚  邦紀，河村　淳史，山元　一樹，阿久津宣行，
山川　　皓，長嶋　達也

29. 急性硬膜下血腫により非けいれん性
てんかん重積状態を呈した一症例

第 9回日本てんかん学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.13）東京

一桝　倫生，須永　茂樹，松島　　健，橋本　　亮，
神保　洋之，池田　幸穂

30. 側頭葉てんかんの脳波検査で頬骨弓
直上頭皮電    極が診断に有用であっ
た一例

第 9回日本てんかん学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.13）東京

小林　千穂，原田かおり，鎌倉俊太郎，坂下　圭史，
大友 　舞，中川　淳子，脇田　由香，小山　正晴，
須永　　茂

31. 非痙攣性てんかん重積状態（NCSE）
の鑑別において医師が実施する簡易
脳波検査の有効性

第 9回日本てんかん学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.13）東京

田中　洋輔，新井　隆男，大村　泰史，上野　恵子，
熊坂謙一郎，弦切　純也，須永　茂樹，神保　洋之，
池田　幸穂

32. 特発性脊髄ヘルニアの手術動向と治
療成績

第 30回日本脊髄外科学
会（2015.6.26）北海道

橋本　　亮，須田　智裕，一桝　倫生，松島　　健，
福原　宏和，須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之

33. てんかんの診療と治療－複数の症例
呈示を通して－

多摩てんかん webセミ
ナー（2015.6.30）東京

須永　茂樹

34. くも膜下出血で発症した頭蓋頸椎移
行部動静脈瘻の 2例から

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

神保　洋之，橋本　　亮，松島　　健，須田　智裕，
福原　宏和，弦切　純也，須永　茂樹，池田　幸穂

35. 脊椎手術後髄液漏に対して perifascial 
areolar tissue（PAT）が有効であった 1
例

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

松島　　健，橋本　　亮，権東　容秀，福原　宏和，
須田　智裕，須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之

36. 悪性脳腫瘍に対する術中迅速免疫染
色診断の試み

第 40回東京医科大学脳
神経外科カンファランス
（2015.7.4）東京

須田　智裕，秋元　治朗

37. 皮膚異常を伴わない脊髄脂肪腫につ
いての検討

第 32回日本二分脊椎研
究会（2015.7.4）大阪

大塚　邦紀，河村　淳史，山元　一樹，阿久津宣行，
松尾　和哉，長嶋　達也

38. 日本頭蓋底外科学会賞記念講演 第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

松島　　健

39. 外側後頭下開頭における頭蓋内側頭
骨削除のバリエーションと顕微鏡的
および内視鏡的解剖

第 27回日本頭蓋底外科
学会（2015.7.9）名古屋

松島　　健，小宗　徳孝*，松尾　　諭*，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL Jr*

40. 磁場式ナビゲーションシステム
StealthStation S7の有用性

第 18回日本臨床脳神経
外科学会（2015.7.19）神
戸

松島　　健，小宗　徳孝，松尾　　諭，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL Jr*

41. 外側後頭下開頭における頚静脈孔周
囲の骨削除

第 8回南十字星脳神経外
科手術研究会（2015.8.22）
函館

松島　　健，神保　洋之，Rhoton AL Jr*，河野　道宏

42. 皮膚異常を伴わない脊髄脂肪腫につ
いての検討

第 13回兵庫県立病院学
会（2015.9.5）兵庫

大塚　邦紀，河村　淳史*，山元　一樹*，阿久津宣行*，
松尾　和哉*，長嶋　達也*
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43. 慢性硬膜下血腫術後の血腫腔の一部
に被膜を持った硬膜下膿瘍が生じた 1
例

第 127回日本脳神経外科
学会 関東支部学術集会
（2015.9.12）東京

須田　智裕，須永　茂樹，橋本　　亮，松島　　健，
福原　宏和，神保　洋之

44. 非外傷性小児脳内出血症例の検討 第 74回日本脳神経外科
学 会 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

大塚　邦紀，河村　淳史*，山元　一樹*，阿久津宣行*，
松尾　和哉*，長嶋　達也*

45. 疎性結合組織（areolar tissue）を用い
た硬膜欠損部の処置

第 74回日本脳神経外科
学 会 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

橋本　　亮，須田　智裕，松島　　健，福原　宏和，
須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之

46. 頸椎椎弓形成術後に急性水頭症を呈
した一例

第 74回日本脳神経外科
学 会 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

福原　宏和，橋本　　亮，須田　智裕，松島　　健，
須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之，河野　道宏

47. 中枢神経系における移植後リンパ増
殖性疾患（PCNS-PTLD）の経験

第 74回日本脳神経外科
学 会 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

須田　智裕，福原　宏和，橋本　　亮，松島　　健，
須永　茂樹，池田　幸穂，神保　洋之，河野　道宏

48. 頭蓋底浸潤した嗅神経芽細胞腫に対
する治療と予後

第 74回日本脳神経外科
学 会 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

神保　洋之，三浦　弘規，塚原　清彰，須田　智裕，
福原　宏和，橋本　　亮，松島　　健，須永　茂樹，
池田　幸穂，河野　道宏

49. 脳血管障害後に発症した難治性てん
かんに対する外科治療の効果につい
て

第 74回日本脳神経外科
学 会 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

須永　茂樹，須田　智裕，福原　宏和，橋本　　亮，
松島　　健，神保　洋之，池田　幸穂

50. 外側後頭下開頭における頭蓋内側頭
骨削除　顕微鏡的・内視鏡的外科解剖
および磁場式ナビゲーションシステ
ムの有用性

第 74回日本脳神経外科
学 会 学 術 総 会
（2015.10.14）札幌

松島　　健，小宗　徳孝*，松尾　　諭*，神保　洋之，
河野　道宏，Rhoton AL Jr*

51. 脊髄 AVM（AVF）における治療適応
判断とその戦略

第 74回日本脳神経外科
学 会 学 術 総 会
（2015.10.15）札幌

朝本　俊司*，中村　　聡*，神保　洋之，福井　康之*

52. 薬物抵抗性てんかんと精神運動発達
遅滞を併せ持つキャリーオーバー症
例に対する手術効果について

第 49回日本てんかん学
会学術総会（2015.10.30）
長崎

須永　茂樹，神保　洋之，須田　智裕，松島　　健，
福原　宏和，大塚　邦紀，橋本　　亮，池田　幸穂

53. 頭痛と多動を呈した再発脳腫瘍によ
る小児てんかんの 1例

第 49回日本てんかん学
会学術総会（2015.10.30）
長崎

須田　智裕，須永　茂樹，松島　　健，福原　宏和，
大塚　邦紀，橋本　　亮，神保　洋之，池田　幸穂

54. 難治性てんかんを呈した再発神経膠
腫に対する手術を併用した効果：QOL
の維持を目標に

第 49回日本てんかん学
会学術総会（2015.10.30）
長崎

大塚　邦紀，須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

55. てんかん重積患者のMRI所見 第 49回日本てんかん学
会学術総会（2015.10.30）
長崎

田中　洋輔，須永　茂樹，大村　泰史，上野　恵子，
弦切　純也，新井　隆男，大塚　邦紀，神保　洋之，
池田　幸穂

56. 小児鞍上部くも膜嚢胞－Ventriculocys-
tocisternostomy の有効性－

第 22回日本内視鏡学会
（2015.11.6）仙台

大塚　邦紀，阿久津宣行，山元　一樹，河村　淳史，
長嶋　達也

57. 第三脳室底開窓術により脳室腹腔
シャント離脱を試みた症例の再検討

第 22回日本内視鏡学会
（2015.11.6）仙台

福原　宏和，中島　伸幸，深見真二郎，河野　道宏，
三木　　保

58. 側頭葉内側部の高信号変化を呈した
てんかん重積状態の 2例

第 44回日本救急医学会
総会（2015.11.17）東京

田中　洋輔，新井　隆男，大村　泰史，長田　雄大，
弦切　純也，須永　茂樹，南里　和紀，池田　幸穂

59.（優秀ポスター）後頭顆周囲の 3つの
condylar veinの解剖学的バリエーショ
ンと anterior condylar confl uence近傍の
硬膜動静脈瘻

第 31回日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.21）岡山

松島　　健，清末　一路*，舟木　健史*，小宗　徳孝*，
河島　雅到*， 神保　洋之， 河野　道宏， Rhoton AL Jr*
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60. 手術に役立つ後頭蓋窩微小解剖：若手
による解説

第 8回東海若手脳腫瘍手
術 研 究 会（2015.11.22）
名古屋

松島　　健

61. アスペルギウス感染に伴う未破裂動
脈瘤に対して血管内治療が有効だっ
た一例

第 80回日本脳神経外科
学 会 関 東 支 部 会
（2015.12.5）東京

長谷川麻矢，松島　　健，福原　宏和，大塚　邦紀，
橋本　　亮，須永　茂樹，神保　洋之

62. Parkinsonismで発症した両側対称性基
底核リンパ腫の 2例

第 33 回日本脳腫瘍学会
（2015.12.6）京都

福原　宏和，秋元　治朗，深見真二郎，永井　健太，
須田　智裕，神保　洋之，池田　幸穗，河野　道宏

63. 抗てんかん約により急性膵炎を呈し
た難治性てんかんの 1例

第 42回多摩てんかん懇
話会（2015.12.12）東京

須永　茂樹，神保　洋之，松島　　健，福原　宏和，
大塚　邦紀，橋本　　亮，池田　幸穂

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 大人のてんかん 多摩てんかん市民公開講

座（2015.6.6）東京
須永　茂樹

2. そのシビレ放っておいて大丈夫です
か ?

第 25回東京医科大学八
王子医療センター　市民
公開講座（2015.7.4）東
京

橋本　　亮

3. 働く男の健康ライフ KEYPRESS（2015.7.18）
東京

神保　洋之

消化器外科・移植外科学分野

【教育】
「到 達 目 標」　学生は，消化器疾患に対する基本的な知識，診断法，手術手技などを学習する。また臓器移植に必要な基礎知識

（臓器不全の診断と治療，移植免疫，免疫抑制剤，感染症対策など）を学習する。研修医は，消化器疾患に対す
る基本的な外科的臨床能力（診断技術，基本的手術手技など）を習得する。また臓器移植の周術期管理が行える
ようにする。さらに移植外科医を目指す場合は，腎臓，肝臓，膵臓の移植手技を習得する。

「現 状 説 明」　消化器外科ならびに移植外科（特に腎・肝・膵）の知識が幅広く習得できる。
　　　　　　　学生は 1週間の研修なので，消化器外科・移植外科の代表的な疾患を受け持ち，指導医とマンツーマン体制で研

修をおこなっている。初期研修医に関しては希望者のみが消化器外科・移植外科をローテートすることになって
いるので，外科基本手技を習得し，アッペ・ヘルニアなどの手術を実際に施行できるよう指導している。

「点検・評価」　教育実務者による定期的口頭試問，クルズスなどを実施する。カンファレンスで発表させ評価する。
「改 善 方 策」　学生に関しては研修期間がもう少し長いと消化器外科・移植外科の両者に触れることができ，有用と思われる。

初期研修医が必ず外科研修を受けられるように研修医制度が改革されれば，更に良い研修ができると思われる。
【研究】
「到 達 目 標」　1. 膵癌の唾液診断。2. 膵癌・胆道癌に対する術前化学放射線療法の研究。 3. 低侵襲手術手技の開発。4.血中癌

細胞の臨床的意義。5. 新しい癌悪性度のバイオマーカー HoxB 9の研究。6. 胆道癌に対する光線力学療法の開発。
7. 早期拒絶反応診断を目指した新たなバイオマーカーの確立。8. 移植臓器における液性拒絶反応の制御と抗ド
ナー交代の役割解明。9.高齢者に対する手術適応などを計る新たな指標の開発。

「現 状 説 明」　1については文部科学省科学研究費（科研費）獲得。2, 3, 4については臨床研究中。5.科研費獲得。6.基礎研究
を終了し臨床応用を検討中。7については科研費などを獲得して基礎研究中。8. 科研費などを獲得して臨床研究
中。9についても科研費を取得して研究計画中。

「点検・評価」　科研費の採択。論文執筆。学会報告。
「改 善 方 策」　研究費獲得を増やす。マンパワーを増やす。
【診療】
「到 達 目 標」　高難度手術を安全に行う。内視鏡手術を中心とする低侵襲手術を積極的に行う。良質で安全な移植医療（腎，肝，

膵）を提供する。
「現 状 説 明」　日本肝胆膵外科学会の高度技能修練施設に指定されている。腎臓，膵臓の脳死移植認定施設である。2012年 12

月に生体肝移植を再開。
「点検・評価」　毎年，診療成績を点検し，改善策を検討する。学会報告，論文発表などで診療成績を公開，発信する。生体肝移

植については一定症例数を実施するたびに検証を行う。
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「改 善 方 策」　病診連携，広報活動により，症例の増加を図る。マンパワーを増やす。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域の中核病院として患者中心の医療を行う。難治性疾患に対して高度先進医療を提供する。東京都がん診療連

携拠点病院としての責任を果たす。多摩地区唯一の臓器移植センターとして移植医療の推進に努め，末期臓器不
全患者を救う。近隣の病院が扱いに困るような重症救急患者を積極的に受け入れる。

「現 状 説 明」　到達目標のレベルを向上させるようたゆまぬ努力を行う。
「点検・評価」　地域医師会との情報交換。市民公開講座などによる啓蒙活動と患者の評価・要望の収集。
「改 善 方 策」　質の高い医療情報を発信する。医療連携室の機能を拡充する。

II.　学術論文
A1. Adult living-donor liver transplantion for 

a recipient with a high preoperatove 
1,3-beta-D-glucan level and positive test 
result for Asporgillus antigen

Transplant Prcoc 47：799-

803, 2015
Takano K, Shimazu M,  Chiba N,  Iwamoto H,  Nakamura 
Y,  Konno O, Sano T, Fujii T, Serizawa H,  Kawachi S

2. Effi  casy and Safety of Hand-assisted Lap-
aroscopic Nephrectomy in Living-donor 
Transplantation

東 医 大 誌 73（4）：377-

382, 2015
Nakamura Y,  Iwamoto H,  Konno O,  Yokoyama T,  
Kihara Y,  Hama K,  Shimazu M,  Kawachi S

3. 食道癌骨転移症例に対する放射線療
法の有効性の検討

癌と化学療法 42（12）：
1547-1549, 2015

片柳　　創，渡辺　隆文，幕内　洋介，新後閑正敏，
寿美　哲生，高垣　信一，大久保　充，立花　慎吾，
逢阪　由昭，土田　明彦，河地　茂行

4. 東京医科大学八王子医療センターに
おける ABO血液型不適合腎移植

今 日 の 移 植 28（1）：
51-61, 2015

中村　有紀，岩本　　整，横山　卓剛，木原　　優，
今野　　理，虎石　辰典，竹内　裕紀*，島津　元秀，
河地　茂行

5. 妊娠 34週目に小腸型 Chilaiditi症候群
を呈し，絞扼性イレウスを発症した 1
例

東 医 大 誌 73（4）：383-

387, 2015
加藤　文昭，寿美　哲生，勝又　健次，河地　茂行，
土田　明彦

6. Borderline Resectable膵癌に対する術
前化学放射線療法の効用

癌と化学療法 42（12）：
1488-1490, 2015

佐野　　達，高野　公徳，千葉　斉一，富田　晃一，
小澤　陽介，疋田　康祐，島津　元秀，河地　茂行

B1. 腎移植免疫抑制療法における経口副
腎皮質ステロイド薬の適正使用

Organ Biology 22（1）：
7-22, 2015

竹内　裕紀*，岩本　　整，中村　有紀，河地　茂行，
島津　元秀，畝崎　　榮*，平野　俊彦*

C1. 外傷性腹壁ヘルニアの一例 東 医 大 誌 73（4）：425, 
2015

渡邊　　充，片柳　　創，渡辺　隆文，寿美　哲生，
島津　元秀，河地　茂行

D1. 開腹・腹腔鏡下脾摘術 臨 床 外 科 70（11）：260-

265, 2015
河地　茂行，千葉　斉一，高野　公徳

2.【ウイルス肝炎の薬物治療　変わりゆ
く治療戦略】
ウイルス肝炎に対する代替・補助療法　
ウイルス肝炎症例に対する肝移植　
その適応と課題

Medicine 52（2）：344-

348, 2015
河地　茂行，篠田　昌宏*，島津　元秀

3.【膵・胆道癌診療の新時代へ－診断と
治療の新たな展開－】
セルフチェック可能な膵癌診断法の
開発　メタボローム解析を用いた膵
癌へのアプローチ

胆 と 膵 36（2）：99-104, 
2015

砂村　眞琴，糸井　隆夫，梅田　純子*，高野　公徳，
千葉　斉一，河地　茂行，島津　元秀，杉本　昌弘*

4. 生体肝移植から得た様々な知見 東医大誌 73（2）：96-103, 
2015

河地　茂行

5. 肝胆膵癌における Circulating Tumor 
Cellとその役割

東 医 大 誌 73（4）：442-

443, 2015
高野　公徳，千葉　斉一，沖原　正章，佐野　　達，
富田　晃一，島津　元秀，河地　茂行
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Assessment of vascular regions using an 

intraoperative near-infrared fl uorescence 
camera system in living renal donors with 
multiple renal arteries

CAST 2015（2015.8.23-

26）SINGAPORE
Nakamura Y,  Kihara Y,  Iwamoto H,  Yokoyama T,  
Konno O,  Ueno T,  Kawachi S

2. Postoreative compensatory changes of the 
preserved kidney in elderly living related 
donors evaluated doppler ultrasonography

CAST 2015（2015.8.23-

26）SINGAPORE
Konno O,  Nakamura Y,  Yokoyama T,  Kihara Y,  Iwa-
moto H,  Kawachi S

3. Staudy of a cadaveric kidney transplanta-
tion in our center

CAST 2015（2015.8.23-

26）SINGAPORE
Kihara Y,  Nakamura Y,  Yokoyama T, Konno O, Iwamoto 
H,  Kawachi S

4. Clinical Outcomes in Recipients of ABO-

incompatible Living Donor Kidney Trans-
plants

CAST 2015（2015.8.23-

26）SINGAPORE
Yokoyama T,  Konno O,  Kihara Y,  Nakamura Y,  Iwa-
moto H,  Kawachi S

5. Effi  cacy of valganciclovir prophylaxis for 
cytomegalovirus donor-positive/recipi-
ent-negative and ABO-incompatible kid-
ney transplantation patients treated with 
anti-CD20 antibody

CAST 2015（2015.8.23-

26）SINGAPORE
Iwamoto H,  Konno O,  Yokoyama T,  Kihara Y,  Naka-
mura Y,  Kawachi K

6. Immunosuppressive therapy for elderly 
kidney transplant recipients

CAST 2015（2015.8.23-

26）SINGAPORE
Iwamoto H,  Nakamura Y,  Konno O,  Tomita K,  Ueno T,  
Yokoyama T,  Kihara Y,  Kawachi S

7. Safety and effi  cacy of everolimustration 
in renal transplant patients during the 
maintenance phase：A single center study

European Society for 
Organ Transplantation 
2 0 1 5（2 0 1 5 . 9 . 1 3-1 6）
Brussels

Nakamura Y,  Iwamoto H,  Kihara Y,  Yokoyama T,  
Konno O,  Ueno T,  Shimazu M,  Kawachi S

8. Clinical Outcomes in Recipients of Living 
Donor Kidney Transplants from Elderly 
Donors

European Society for 
Organ Transplantation　
2 0 1 5（2 0 1 5 . 9 . 1 3-1 7）
Brussels

Yokoyama T,  Yokoyama T,  Kihara Y,  Konno O,  Naka-
mura Y,  Iwamoto H,  Kawachi S

国内学会
A1. 当院における高齢者に対する S-1 adju-

vantの認容性の検討
第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

片柳　　創，渡辺　隆文，渡邊　　充，寿美　哲生，
須田　　健，星野　澄人，伊藤　一成，高木　　融，
島津　元秀，土田　明彦，河地　茂行

2. Indications and procedures of laparo-
scopic liver resection in our facility

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.11-13）東京

Kawachi S

3. 大腸癌多発性肝転移の治療方針　大
腸癌肝転移に対する治療戦略　予後
因子と Conversion therapy の有用性
（Outcome of patients with colorectal liver 

metastasis：prognostic factors analysis 
and effi  cacy of conversion chemotherapy）

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.11-13）東京

千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，沖原　正章，
佐野　　達，島津　元秀，河地　茂行

4. 迷わない確実な膵吻合術を目指して 1　
当科における膵空吻合の変遷と工夫

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.11-13）東京

佐野　　達，千葉　斉一，疋田　康祐，小澤　陽介，
沖原　正章，富田　晃一，高野　公徳，島津　元秀，
河地　茂行

5. ANCA関連血管炎，SLE腎炎に対す
る腎移植

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）東京

吉田　雅治，岩本　　整，中村　有紀，吉川　憲子，
須藤　泰代，冨安　朋宏，小島　　糾，廣瀬　　剛，
大島　泰斗，小松　秀平，山田　宗治，尾田　高志，
河地　茂行
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6. 食道癌骨転移症例に対する放射線療
法の有効性の検討

第 37回日本癌局所療法
研究会（2015.7.10）幕張

片柳　　創，渡辺　隆文，幕内　洋介，新後閑正敏，
寿美　哲生，高垣　信一，大久保　充，立花　慎吾，
逢阪　由昭，土田　明彦，河地　茂行

7. 当科における転移性肝癌に対する治
療戦略

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23）神戸

千葉　斉一，疋田　康祐，小澤　陽介，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，高野　公徳，島津　元秀，
河地　茂行

8. 細胆管細胞癌に類似した成分を含む
肝腫瘍の臨床病理学的検討

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23）神戸

高野　公徳，小澤　陽介，疋田　康祐，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，千葉　斉一，島津　元秀，
芹澤　博美，河地　茂行

9. 腹腔鏡下肝切除における切除断端確
保のための術前 3Dシミュレーション
の有用性

第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23）神戸

疋田　康祐，千葉　斉一，小澤　陽介，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，高野　公徳，島津　元秀，
河地　茂行

10. 問題症例検討会 3：診断　症例 第 51回日本肝癌研究会
（2015.7.23）神戸

小澤　陽介，高野　公徳，疋田　康祐，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，千葉　斉一，島津　元秀，
芹澤　博美，河地　茂行

11. 中下部胆管癌に対する血管合併切除
の意識について

第 51 回日本胆道学会
（2015.9.17-18）栃木

千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，高野　公徳，河地　茂行

12.【腎移植の薬物療法末期腎不全の根治
治療をめざして】腎移植の免疫抑制療
法（カルシニューリン阻害薬　ステロ
イド，バシリキシマブ）

第 9回日本腎臓病薬物療
法学会（2015.10.14-15）
仙台

竹内　裕紀*，岩本　　整，中村　有紀，河地　茂行

13.【腎移植の薬物療法末期腎不全の根治
治療をめざして】腎移植後の急性拒絶
反応治療における薬学的管理

第 9回日本腎臓病薬物療
法学会（2015.10.14-15）
仙台

岩本　　整，中村　有紀，今野　　理，横山　卓剛，
木原　　優，河地　茂行，竹内　裕紀*

14. 局所進行膵癌に対する術前化学放射
線療法を組み合わせた切除の成績

第 53回日本癌治療学会
学術集会（2015.10.29-31）
京都

高野　公徳

15. 知ろう！腎治療の最前線　～腎不全・
移植ってなに ?～

多摩腎疾患フォーラム in 
八王子（2015.11.3）東京

河地　茂行

16. 知ろう！腎治療の最前線　～腎不全・
移植ってなに ?～

多摩腎疾患フォーラム in 
八王子（2015.11.3）東京

岩本　　整

17. 知ろう！腎治療の最前線　～腎不全・
移植ってなに ?～

多摩腎疾患フォーラム in 
八王子（2015.11.3）東京

木原　　優

18. 知ろう！腎治療の最前線　～腎不全・
移植ってなに ?～

多摩腎疾患フォーラム in 
八王子（2015.11.3）東京

今野　　理

19. 臓器移植における免疫調節とその臨
床応用　CMVハイリスク血液型不適
合腎移植に対する CMV感染予防につ
いての検討

第 42回日本臓器保存生
物医学会（2015.11.13-14）
岩手

岩本　　整，今野　　理，木原　　優，横山　卓剛，
小澤　陽介，中村　有紀，河地　茂行

20. 大腸穿孔手術症例予後因子の検討 第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

寿美　哲生，勝又　健次，片柳　　創，新後閑正敏，
幕内　洋介，渡辺　隆文，富田　晃一，

21. 80歳以上の胃癌症例に対する手術の
妥当性についての検討

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

片柳　　創，幕内　洋介，渡辺　隆文，新後閑正敏，
寿美　哲生，須田　　健，星野　澄人，伊藤　一成，
土田　明彦，河地　茂行

22. W-Edチューブを用いた膵頭十二指腸
切除術後の経腸栄養管理

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

富田　晃一， 千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，
沖原　正章，佐野　　達，高野　公徳，島津　元秀，
河地　茂行

23. 腹腔鏡下肝切除における術前 3Dシ
ミュレーションの有用性

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

小澤　陽介，千葉　斉一，疋田　康祐，沖原　正章，
富田　晃一，高野　公徳，河地　茂行

24. 肝胆膵外科手術におけるシミュレー
ションソフトの活用による手術支援
の現状

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

河地　茂行，千葉　斉一，高野　公徳，富田　晃一，
佐野　　達，小澤　陽介，疋田　康祐，島津　元秀
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25. 膵液漏ゼロを目指した膵空腸吻合の
工夫

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

疋田　康祐，千葉　斉一，小澤　陽介，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，高野　公徳，河地　茂行

26. 主幹動脈浸潤を伴う局所進行膵癌に
対する RO切除を目指した集学的治療
戦略

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

高野　公徳，千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，
佐野　　達，富田　晃一，島津　元秀，河地　茂行

27. 絞扼性イレウスにおける補助診断法
としての SIRSにより評価の有用性

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

新後閑正敏，寿美　哲生，勝又　健次，渡辺　隆文，
幕内　洋介，片柳　　創，土田　明彦，河地　茂行

28. 大腸癌肝転移に対する Conversion 
therapyの有用性について

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

千葉　斉一，疋田　康祐，小澤　陽介，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，高野　公徳，河地　茂行

29. 術後 3年の生存を得ている所属外リン
パ節転移陽性胃内分泌細胞癌の一例

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

村上浩太郎，高野　公徳，小澤　陽介，疋田　康祐，
佐野　　達，富田　晃一， 千葉　斉一，河地　茂行

30. 敗血症性ショックを来たした小腸軸
捻転症の 1例

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

郡司　崇裕，高野　公徳，小澤　陽介，疋田　康祐，
佐野　　達，富田　晃一， 千葉　斉一，河地　茂行

31. 腹部リンパ節結核の 2症例 第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

幕内　洋介，片柳　　創，渡辺　隆文，新後閑正敏，
須田　　健，星野　澄人，寿美　哲生，河地　茂行，
土田　明彦

32. 高齢者における膵頭十二指腸切除の
術後合併症危険因子の検討

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

佐野　　達，千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，
富田　晃一，高野　公徳，河地　茂行

33. LADGにおけるリンパ節転移率の検討 第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

渡辺　隆文，片柳　　創，幕内　洋介，新後閑正敏，
高野　公徳，千葉　斉一，太田　喜洋，須田　　健，
立花　慎吾，星野　澄人，逢阪　由昭，寿美　哲生，
土田　明彦，河地　茂行

34. 腹部鈍的外傷による後腹腔鏡内出血
で発症した膵 Solid Pseudo-papillary 
Neoplasm（SPN）の一例

第 77回日本臨床外科学
会（2015.11.25-28）福岡

落合　成人，高野　公徳，小澤　陽介，疋田　康祐，
佐野　　達，富田　晃一， 千葉　斉一，河地　茂行

35. 生体腎ドナー腹腔鏡手術における近
赤外蛍光イメージングによる血行支
配評価

第 28回日本内視鏡外科
学会総会（2015.12.10-12）
大阪

中村　有紀，木原　　優，横山　卓剛，富田　晃一，
今野　　理，上野　琢哉，岩本　　整，河地　茂行

36. 後期研修医からの腹腔鏡手術　～腹
腔鏡下胆嚢摘出術を通して～

第 28回日本内視鏡外科
学会総会（2015.12.10-12）
大阪

佐野　　達，千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，
富田　晃一，高野　公徳，河地　茂行

37. 肝門アプローチから担癌 Glissonを処
理する腹腔鏡下肝部分切除

第 28回日本内視鏡外科
学会総会（2015.12.10-12）
大阪

千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，高野　公徳，河地　茂行

B1. Thrombotic microangiopathy（TMA）を
来した ABO不適合腎移植

第 48回日本臨床腎移植
学会（2015.2.4-6）名古
屋

中村　有紀，岩本　　整，今野　　理，富田　晃一，
横山　卓剛，木原　　優，吉田　雅治，河地　茂行

2. 大腸癌 第 1回南多摩消化器がん
フォーラム（2015.2.10）
東京

寿美　哲生

3. 肝胆膵癌 第 1回南多摩消化器がん
フォーラム（2015.2.10）
東京

千葉　斉一

4. 胃癌 第 1回南多摩消化器がん
フォーラム（2015.2.10）
東京

片柳　　創

5. 両葉多発する転移性肝癌に対して
ALPPSを施行した一例

第 82回多摩慶應外科医
会（2015.2.21）東京

若林　大雅，千葉　斉一，高野　公徳，富田　晃一，
沖原　正章，渡邊　　充，島津　元秀，河地　茂行

6. 胃癌患者における nabPTXの有効性の
検討

第 87回日本胃癌学会総
会（2015.3.4-6）広島

渡辺　　充，渡辺　隆文，渡邊　　充，片柳　　創，
寿美　哲生，太田　喜洋，須田　　健，立花　慎吾，
星野　澄人，逢阪　由昭，高木　　融，島津　元秀，
土田　明彦，河地　茂行
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7. 外傷性腹壁ヘルニアの一例 第 51回日本腹部救急医
学 会 学 術 集 会
（2015.3.5-6）京都

渡邊　　充，片柳　　創，渡辺　隆文，寿美　哲生，
島津　元秀，河地　茂行

8. Spontaneous isolated superior mesenteric 
dissection ：our experience of 56 cases

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

富田　晃一

9. 切除可能境界および切除不能膵癌に
対する術前化学放射線療法後の RO切
除

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

高野　公徳

10. 術前肝予備能評価法としての肝アシ
アロシンチの有用性について

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

千葉　斉一

11. 80歳以上大腸穿孔手術症例の検討 第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

寿美　哲生，片柳　　創，渡辺　隆文，渡邉　　充，
寿美　哲生，島津　元秀，河地　茂行

12. 大腸憩室炎穿孔に対する prognostic 
scoring systemの有用性

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

富田　晃一，寿美　哲生，島津　元秀，河地　茂行

13. 広範な門脈・下腸間幕静脈血栓症を生
じ，救命し得なかった重症 Salmonella
感染症の 1例

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

沖原　正章，富田　晃一，片柳　　創，島津　元秀，
河地　茂行

14. 急性上腸間膜動脈塞栓症に対し，回結
腸動脈からアプローチしたバルーン
カテーテルによる血栓除去術が有用
であった 1例

第 115回日本外科学会定
期学術集会（2015.4.16）
名古屋

富田　晃一，中村　有紀，島津　元秀，河地　茂行

15. 若年者に発生した成因不明急性肝不
全の一例

第 51 回日本肝臓学会
（2015.5.21-22）熊本

高野　公徳，河地　茂行，千葉　斉一，富田　晃一，
沖原　正章，若林　大雅，島津　元秀

16. 広範な門脈血栓を呈した急激な転帰
を辿ったサルモネラ腸炎の 1例

第 30回日本 Shock学会
総会（2015.5.22）東京

疋田　康祐，高野　公徳，沖原　正章，小澤　陽介，
佐野　　達，富田　晃一， 千葉　斉一，河地　茂行

17. 膵頭十二指腸切除術前栄養介入の有
用性に関する検討

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.11-13）東京

富田　晃一

18. Borderline resectable膵癌に対する術前
化学放射線治療後の切除成績

第 27回日本肝胆膵外科
学 会・ 学 術 集 会
（2015.6.11-13）東京

高野　公徳

19. Neoadjuvant chemoradio therapy for 
locally advanced pancreatic cancer with 
high vascular invasion

The 61st Annual Congress 
of International college  of 
Surgeons Japan section
（2015.6.20）Tokyo

Takano K,  Chiba N,  Tomita K,  Sano T,  Okihara M,  
Ozawa Y,  Hikita K,  Shimazu M,  Kawachi S

20. 腹膜透析患者の鼠径ヘルニアに両側
腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した
一例

第 60回日本透析医学会
学 術 集 会・ 総 会
（2015.6.26-28）東京

中村　有紀，長浜　雄志*，小島　　糾，横山　卓剛，
木原　　優，今野　　理，岩本　　整，吉田　雅治，
河地　茂行

21. 保存的に軽快した特発性食道破裂の 1
例

第 69回日本食道学会学
術集会（2015.7.2-3）横
浜

渡辺　隆文，片柳　　創，太田　喜洋，須田　　健，
立花　慎吾，星野　澄人，寿美　哲生，逢阪　由昭，
河地　茂行，土田　明彦

22. 腎ドナー手術における複数腎動脈症
例の検討

第 31回腎移植・血管外
科研究会（2015.7.10-11）
栃木

中村　有紀，木原　　優，富田　晃一，横山　卓剛，
今野　　理，岩本　　整，島津　元秀，河地　茂行

23. 前腕 AVG設置時におけるグラフト V
字配置の利点

第 31回腎移植・血管外
科研究会（2015.7.10-11）
栃木

今野　　理，横山　卓剛，木原　　優，中村　有紀，
岩本　　整，栗本　義直，河地　茂行
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24. 東京医科大学八王子医療センターの
RTCの現状と課題

第 31回腎移植・血管外
科研究会（2015.7.10-11）
栃木

池田　千絵，櫻井　悦夫，横山　卓剛，木原　　優，
今野　　理，中村　有紀，岩本　　整，河地　茂行

25. 再発 GIST治療の個別化に向けた当院
の方針

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.15-17）
静岡

片柳　　創，渡辺　隆文，渡邊　　充，須田　　健，
星野　澄人，伊藤　一成，寿美　哲生，高木　　融，
土田　明彦，河地　茂行

26. 肝胆膵癌右房内腫瘍栓に対する人工
心肺を用いない腫瘍切除の手術手技

第 70回日本消化器外科
学会総会（2015.7.15-17）
静岡

高野　公徳

27. One Transplantation One Donation 第 51回日本移植学会総
会（2015.10.1-3）熊本

中村　有紀，岩本　　整，富田　晃一，横山　卓剛，
木原　　優，今野　　理，池田　千絵，河地　茂行

28. 当科における胆道癌に対する術後補
助化学療法の成績

第 51 回日本胆道学会
（2015.9.17-18）栃木

佐野　　達，千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，
沖原　正章，富田　晃一，高野　公徳，河地　茂行

29. 3D画像解析システムを用いた複数腎
動脈を有するドナー腎術評価の有用
性

第 51回日本移植学会総
会（2015.10.1-3）熊本

富田　晃一，中村　有紀，横山　卓剛，木原　　優，
今野　　理，岩本　　整，河地　茂行

30. 当科で施行した生体腎移植症例と
BMIに関する検討

第 51回日本移植学会総
会（2015.10.1-3）熊本

木原　　優，岩本　　整，横山　卓剛，今野　　理，
中村　有紀，河地　茂行

31. 献腎移植後の C型慢性肝炎に対する
ダクラタスビル（DCV）+アスナプレ
ビル（ASV）の使用経験

第 51回日本移植学会総
会（2015.10.1-3）熊本

今野　　理，葦沢　龍人，横山　卓剛，木原　　優，
中村　有紀，岩本　　整，熊田　博光*，河地　茂行

32. ABO血液型不適合腎移植における術
前アフェレーシス非施行プロトコー
ルの検討

第 51回日本移植学会総
会（2015.10.1-3）熊本

岩本　　整，中村　有紀，木原　　優，富田　晃一，
横山　卓剛，今野　　理，河地　茂行

33. 移植前リンパ球クロスマッチ試験と
抗ドナー交代（DSA）検査と整合性に
関する検討

第 51回日本移植学会総
会（2015.10.1-3）熊本

千葉　斉一，岩本　　整，中村　有紀，今野　　理，
横山　卓剛，高野　公徳，富田　晃一，佐野　　達，
小澤　陽介，疋田　康祐，河地　茂行

34. 胃癌に対する SP療法の骨随抑制回復
の選考指標としの単球

第 53回日本癌治療学会
学術集会（2015.10.29-31）
京都

片柳　　創，幕内　洋介，渡辺　隆文，新後閑正敏，
須田　　健，星野　澄人，伊藤　一成，寿美　哲生，
土田　明彦，河地　茂行

35. 直腸癌術前 CEA値と病期，予後との
関連について

第 70回日本大腸肛門病
学 会 学 術 集 会
（2015.11.13-14）名古屋

新後閑正敏，寿美　哲生，勝又　健次，土田　明彦

36. 直腸癌定時手術に POSSUMを用いた
リスク評価

第 70回日本大腸肛門病
学 会 学 術 集 会
（2015.11.13-14）名古屋

寿美　哲生，新後閑正敏，勝又　健次，土田　明彦

37. 腹膜透析患者に対する生体腎移植の
検討

第 42回日本臓器保存生
物医学会（2015.11.13-14）
岩手

今野　　理，横山　卓剛，木原　　優，中村　有紀，
岩本　　整，河地　茂行

38. 腸骨動脈高度石灰化により生体腎移
植手術と術後管理に難渋した 1例

第 12回臓器不全患者に
対する外科・管理研究会
（2015.11.14）東京

横山　卓剛，岩本　　整，中村　有紀，今野　　理，
木原　　優，河地　茂行

39. 腎移植後 C型慢性肝炎に対する IFN-

freee DAAs（DCV/ASV）の治療経験
－タクロリムス併用における安全性
と有効性の検討－

第 41回日本肝臓学会西
部会（2015.12.3-4）名古
屋

葦沢　龍人，今野　　理，佐々木亮孝，横山　卓剛，
木原　　優，中村　有紀，岩本　　整，河地　茂行，
井口　祐三*，熊田　博光*

40. 術前 ENPD留置し腹腔鏡下腫瘍核出
術を施行した非機能性膵神経内分泌
腫瘍の一例

第 28回日本内視鏡外科
学会総会（2015.12.10-12）
大阪

疋田　康祐，高野　公徳，片柳　　創，小澤　陽介，
疋田　康祐，佐野　　達，富田　晃一，千葉　斉一，
河地　茂行

41. 当科での腹腔鏡下肝切除における出
血コントロールの工夫

第 28回日本内視鏡外科
学会総会（2015.12.10-12）
大阪

高野　公徳，千葉　斉一，小澤　陽介，疋田　康祐，
佐野　　達，富田　晃一，河地　茂行
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42. 当科で施行した腹腔鏡下鼡径ヘルニ
ア手術の検討

第 28回日本内視鏡外科
学会総会（2015.12.10-12）
大阪

木原　　優，中村　有紀，富田　晃一，横山　卓剛，
今野　　理，岩本　　整，河地　茂行

43. 複数腎動脈症例の腹腔鏡下ドナー腎
採取術における 3D画像解析システム
を用いた術前イメージングの有用性

第 28回日本内視鏡外科
学会総会（2015.12.10-12）
大阪

富田　晃一，中村　有紀，高野　公徳，横山　卓剛，
木原　　優，今野　　理，千葉　斉一，岩本　　整，
島津　元秀，河地　茂行

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 大腸がん治療について 持田製薬株式会社　社員

教育（2015.6.23）東京
河地　茂行

2. 慢性腎臓病疾患に関する最新の医学
的知見の講義

協和発酵キリン　社員研
修会（2015.7.27）東京

岩本　　整

3. 腎移植についての知識習得 中外製薬株式会社立川オ
フィス　社外講師勉強会
（2015.8.6）東京

中村　有紀

4. 移植医療の普及と症例増加の戦略パ
ネリスト

「今日の移植」座談会：
中外製薬（2015.8.15）東
京

岩本　　整

5. MRの継続研修 中外製薬株式会社立川オ
フィス（2015.8.28）東京

千葉　斉一

6. 胃癌化学療法について 大鵬薬品工業　東京支店
（2015.9.2）東京

片柳　　創

7. 社外講師勉強会 中外製薬株式会社　社外
講師勉強会（2015.9.10）
東京

岩本　　整

8. 胃癌治療全般について 中外製薬株式会社　社外
講師勉強会（2015.12.4）
東京

片柳　　創

救命救急センター

【教育】
「到 達 目 標」　学生や研修医に対して出来るかぎりオープンな姿勢で接する。
「現 状 説 明」　スタッフ個々が上記を心掛けている。
「点検・評価」　学生からは比較的に良い評価を得ているが，研修医から評価される方法が不明確。
「改 善 方 策」　研修医がラウンドした科を評価する方法を確立してほしい。
【研究】
「到 達 目 標」　臨床研究を積極的に行い，研究成果は学会発表を行い，さらに論文（和文・英文）で発表する。
「現 状 説 明」　年間 5研究以上を行うよう心がけ，IFが 1以上の論文に投稿する。
「点検・評価」　倫理的観点や医学的根拠について十分に配慮する。
「改 善 方 策」　臨床研究を行いやすい体制の構築とデータベースの改良に務める。
「目標・改善方策の達成度」　改善策のうちデータベースの改良について実施し，研究体制の改善を図った。
【診療】
「到 達 目 標」　より安心・安全な医療。
「現 状 説 明」　多くの部分で達成出来ているが完璧ではない。
「点検・評価」　システムで防ぎ得たでであろうヒューマンエラーもゼロではない。
「改 善 方 策」　二重三重の防御策を科内で構築しているところである。
「目標・改善方策の達成度」　該当なし。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　震災に強い都市づくりに参入する。
「現 状 説 明」　院内外で主体的な防災・災害対策を実施している。
「点検・評価」　点検・評価する方法が確立されていない。
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「改 善 方 策」　上記を確立したい。

I.　著書
1. ビジュアル麻酔の手引

The Anesthesia Guide
メディカルサイエンス・
インターナショナル
脳神経外科麻酔 /神経集
中治療
第 118章 脳死と臓器提
供 426-429, 2015

弦切　純也

2. 熱傷 日本臨床 74（2）平成 28
年 2月号：231-235

新井　隆男

II.　学術論文
A1. Middle Latency Auditory-Evoked Poten-

tial Index Monitoring of Cerebral Func-
tion to Predict Functional Outcome after 
Emergency Craniotomy in Patients with 
Brain Damage

Scandinavian Journal of 
Trauma, Resuscitation and 
Emergency Medicine 23：
80, 2015（IF=2.31）

Tsurukiri J,  Nagata K,  他 4名

2. Predictors of neurological outcome in the 
emergency department for elderly patients 
following out-of-hospital restoration of 
spontaneous circulation

SIGNA VITAE 10（1）：
53-63, 2015（IF=0.154）

Nagata K,  Tsurukiri J,  他 2名

C1. A Giant Hydronephrotic Kidney with Ure-
teropelvic Junction Obstruction with 
Blunt Renal Trauma an a Boy

SIGNA VITAE 10（1）：
110-114, 2015（IF=0.2）

Tsurukiri J

2. Anti-NMDAR encephalitis：case report 
and diagnostic issue

Acute Medicine & Surgery 
2：56-59, 2015

Omura T

III.　学術刊行物
B1.「八王子医療センター DMATが鬼怒川
土手決壊現場に出動」

東京医科大学八王子医療
センター広報誌　緑のそ
よ風（2015年秋号 P1-3）

新井　隆男，丸山　幹夫

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Dynamic changes of cerebral tissue oxy-

gen saturation（SctO2）using a Near 
Infrared Spectroscopy（NIRS）during 
therapeutic hypothermia for patients with 
post-resuscitated ischemic brain damege

73rd Annual Meeting of 
the American Association 
for the Surgery of Trauma 
and Clinical Congress of 
Acu te  Ca re  Su rge ry
（2014.9.10-13）米国フィ
ラデルフィア

Tsurukiri J,  Nagata K,他 2名

2. Acute atrophic changes of the volume of 
interest composing of hippocampus, 
amygdaloid body, and entorhinal area fol-
lowing moderate traumatic intracranial 
injury is associated with reduction of daily 
activity in the middle-aged and the elderly

16th European Congress of 
Trauma & Emergency Sur-
gery & 2nd World Trauma 
Congress

Tsurukiri J,  Ueno K, 他 4名

3. Importance of experts in acute interven-
tional radiology techniques in an area of 
acute care suregery and medicine

第 74回アメリカ外傷学
会（2015.9.9-12）ラスベ
ガス

Akamine I,  Tsurukiri J,他 3名
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4. Initial experience with using extremely 
soft coils（ED coil-10）for effective 
embolization in arterial bleeding

ACEM2015　第 8回アジ
ア救急医学会（2015.11.7-

10）台湾

Tsurukiri J,  Oomura T, 他 2名

5. Analysis of patients presenting at 
Pachinko parlors in Japan

ACEM2015　第 8回アジ
ア救急医学会（2015.11.7-

10）台湾

Akamine I,  Tsurukiri J,他 2名

6. Ten-year experience of veno-venous 
Extracorporeal Membrane Oxygenation at 
the Tertiary Medical Center in Japan

ACEM2015　第 8回アジ
ア救急医学会（2015.11.7-

10）台湾

Okumura E,  Sano H, 他 1名

7. Analysis of patients presenting with out-
of-hospital cardiac arrest at publicbaths, 
in the Japanese Onsen

ACEM2015　第 8回アジ
ア救急医学会（201511.7-

10）台湾

Fukuda M,  Tsurukiri J, 他 1名

国内学会
A1. 蘇生後脳低温療法の実際 第 42回日本集中治療医

学会学術集会学術集会　
フレッシュマンズコース　
セ ッ シ ョ ン 講 演
（2015.2.11）東京

弦切　純也

2. 災害医療図上訓練のススメ（その運営
ノウハウの全て）

第 20回日本集団災害医
学会総会・学術集会　ラ
ンチョンセミナー（東京）

新井　隆男

3. 日野市てんかん講演会 日野市立病院 新井　隆男
4. 第 4回移植セミナー /第 2回院内臓器
移植研修会　講演

旭川医科大学病院 弦切　純也

5. 第 19回北海道移植フォーラム　パネ
ルディスカッション

旭川医科大学病院 弦切　純也

6. 意識障害を呈した両肺野びまん性粒
状影の 1例

第 138回 C.P.C 教育研究
棟 2F

佐野　秀史

B1. 救急医療での脳波検査の必要性につ
いて

第 38回日本てんかん外
科 学 会（2015.1.15-16）
東京

田中　洋輔，須永　茂樹，他 4名

2. 集中治療を必要とした超高齢患者の
検討

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）

上野　恵子，佐野　秀史，他 3名

3. 中高年の外傷性頭蓋内損傷における
海馬および周辺領域の急性期萎縮変
化

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）

弦切　純也，長田　雄大，他 2名

4. 中高年の降圧薬過量服用における治
療

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）

佐藤　高央，弦切　純也，他 2名

5. スポーツ関連心肺停止症例の解析 第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）

赤嶺　逸朗，弦切　純也，他 3名

6. 非痙攣性てんかん重積状態（NCSE）
の鑑別において医師が実施する簡易
脳波検査の有効性

JEPICA2015 全国てんか
んセンター協議会総会

田中　洋輔，上野　恵子，他 6名

7. 非痙攣性てんかん重積状態（NCSE）
の鑑別において医師が実施する簡易
脳波検査の有効性

JEPICA2015 全国てんか
んセンター協議会総会
（2015.2.14-2.15）

田中　洋輔，上野　恵子，他 6名
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8. バイパス術が著効した腹部アンギー
ナの 1例

第 51回日本腹部救急医
学 会 総 会（2015.3.5-6）
京都

星合　　朗，角　　泰廣*，小池　能宣*，宮原　利行*，
加藤　喜彦*，中野　良太*，渡辺　　卓*

9. Progesterone eff ects in the brain microcir-
culation after TBI：How do standard 
osmotherrapies compare?

第 175回東京医科大学医
学会総会

熊坂謙一郎

10. 白血球数は PMX-DHPの効果に影響
を及ぼすか

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

山中　浩史，池田　寿昭，他 3名

11. 非痙攣性てんかん重積状態（NCSE）
の鑑別において医師が実施する簡易
脳波検査の有効性

第 9回日本てんかん学会
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.13）東京）

田中　洋輔

12. 大都市郊外型救命救急センターでの
小児外傷例の検討

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

佐野　秀史

13. 当院救命救急センターにおける臓器
提供の推移

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

櫻井　将継

14. 高齢者施設での心肺停止例の検討－
Fraityの観点からの分析－

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

奥村栄太郎

15. 抗凝固療法開始後に遅発性骨盤内出
血を発症した 1例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

守屋まりこ，弦切　純也，他 3名

16. てんかん重積発作後にMRI変化を呈
した 2例

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

田中　洋輔，新井　隆男，他 4名

17. 救命救急センターにおける頭頸部外
傷に合併した外傷性脳血管損傷の検
索

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

佐藤　高央，弦切　純也，他 3名

18. 高齢者施設における心肺停止患者搬
送の現状と問題点

第 43回日本救急医学会
総 会・ 学 術 集 会
（2015.10.21-23）東京

福田真紀乃，弦切　純也，他 2名

19. 認知症患者の義歯誤飲による咽頭異
物除去の麻酔経験

日本臨床麻酔学会第 35
回大会（2015.10.21-23）
横浜

赤柴　　竜，金子　英人，他 6名

20. てんかん重積状態患者のMRI変化 第 49回日本てんかん学
会学術集会（2015.10.29-

31）長崎

田中　洋輔，須永　茂樹，他 7名

21. 救急搬送された高齢者てんかん患者
について

JEPICA全国てんかんセ
ン タ ー 協 議 会 総 会
（2016.1.9-10）仙台

田中　洋輔，新井　隆男，他 9名

22. てんかん重積状態後にMRI信号変化
を呈した 1例

JEPICA全国てんかんセ
ン タ ー 協 議 会 総 会
（2016.1.9-11）仙台

守屋まりこ，新井　隆男，他 9名

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 災害発生後の患者受け入れ初期対応
訓練

講師（2015.2.28）高崎総
合医療センター

新井　隆男

2. 日野市立病院　総合防災訓練 司会（2015.3.15）日野市
立病院

新井　隆男
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3. 平成 27年度薬学部客員准教授 東京薬科大学（2015.4.1）
東京薬科大学

新井　隆男

4. 高尾サクラシティ 高 尾 新 発 見 BOOK
（2015.4.10）東京

新井　隆男

5. 日野市てんかん講演会 日野市立病院 講演者（2015.6.30） 日野
市立病院

新井　隆男

6. 八王子プレホスピタルケア研究会 司会（2015.7.9）東京 新井　隆男
7. 第 4回臨床研修医・医学生のための救
急セミナー

発表者（2015.7.18）東京
医科歯科大学

新井　隆男

8. 関東・東北豪雨災害「鬼怒川」へ医療
チーム（DMAT出動）

タウンニュース八王子版
2015.9.25 号（2015.9.11）
茨城県常総市

新井　隆男

9. 総合防災訓練　インストラクター 虎の門病院（2015.10.3）
虎の門病院

新井　隆男

10. 八王子市防災訓練に向けての実地訓
練研修会

八 王 子 市（2015.10.11）
東京　上柚木中学校

新井　隆男

11. 日本救急医学会主催第 1回全国医学部
生 CPR選手権

決勝　司会（2015.10.17）
東京医科大学病院

新井　隆男

12. トリアージ研修 講師（2015.10.29）西東
京中央綜合病院

新井　隆男

13. 東部Medicalセミナー　講師 北 都 留 医 師 会
（2015.11.10）大月市　ビ
ジネスホテル濱野屋

新井　隆男

眼 科

【教育】
「到 達 目 標」　眼科臨床を理論から理解する：検査の原理，治療の原理，疾患メカニズムの原理
「現 状 説 明」　医学部学生は 5年生の選択実習において，理論から臨床を理解させている。前期研修医は臨床検査のみならず，

眼内操作の一部を指導医とともに体験させて学ばせている。
「点検・評価」　学生は口頭試問と筆記試験を適宜行う。前期研修医は担当患者の経過をケースレポートさせる。
「改 善 方 策」　レポートと感想の内容を糧に，積極的にワークショップへの参加を心がける。
「目標・改善方策の達成度」　60%。
【研究】
「到 達 目 標」　眼科手術を中心とした臨床研修を世界に発信できるレベルに高める。
「現 状 説 明」　現状では網膜硝子体疾患を中心とした臨床研究を行っている。
「点検・評価」　英文医学雑誌への発表，和文総説の発表。各種学会でのシンポジスト，講演を多岐に行う。
「改 善 方 策」　指導医全員が競争的研究資金を獲得するべく努力している。
「目標・改善方策の達成度」　80%。
【診療】
「到 達 目 標」　年間手術件数（内眼手術）2,000件以上を目指す。
「現 状 説 明」　白内障と網膜硝子体手術が中心である。
「点検・評価」　市内の開業医との交流や，周辺の隣接する山梨，神奈川県との連携を深める。
「改 善 方 策」　緑内障手術を積極的に行う。
「目標・改善方策の達成度」　80%。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　糖尿病や高血圧に起因する眼疾患，加齢による変性眼疾患を一般に周知する。
「現 状 説 明」　市民公開講座にて眼科臨床の啓蒙。糖尿病科との連携推進。WEB講座への登壇
「点検・評価」　年 4回程度の多摩地区での主催講演会。市民公開講座での講演。
「改 善 方 策」　八王子のみならず立川においても講演会を開催
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II.　学術論文
A1. Topical bromfenac reduces the frequency 

of intravitreal bevacizumab in patients 
with branch retinal vein occlusion

Br J Ophthalmol 99：215-

219, 2015（IF=2.976）
Shimura M,  Yasuda K

2. Role of soluble vascular endothelial 
growth factor receptor signaling and other 
factors or cytokines in central retinal vein 
occlusion with macular edema

Invest Ophthalmol Vis Sci 
5 6：11 2 2-11 2 8 ,  2 0 1 5
（IF=3.404）

Noma H,  Mimura T,  Yasuda K,  Shimura M

3. Photopic negative response in branch reti-
nal vein occlusion with macular edema

Int J Ophthalmol 35：
19-26, 2015

Noma H,  Mimura T,  Kuse M,  Yasuda K,  Shimura M

4. Relationship of skin autofl uorescence to 
severity of retinopathy in type 2 diabetes

Curr Eye Res 40：338-

345, 2015（IF=1.663）
Yasuda M,  Shimura　M,  Kunikata　H,  Kanazawa H,  
Yasuda K,  Tanaka Y,  Konno H,  Takahashi M,  Kokubun 
T,  Maruyama K,  Sato N,  Kakizaki M,  Sato M,  Tsuji I,  
Miyata Y,  Nakazawa T

D1. 難治性糖尿病黄斑浮腫に対する治療
方針

抗 VEGF治療セミナー　
あたらしい眼科 32（4）：
517-518, 2015

志村　雅彦

2. 薬物治療（抗 VEGF抗体，ステロイ
ド

糖尿病黄斑浮腫の診療の
進歩　DM Network 4：
7-8, 2015

志村　雅彦

IV.　学会および研究会発表
国際学会
A1. Treatment Strategy for Diabetic Macular 

Edema/Pathology and Management of 
Diabetic Macular Edema

Japan-Korea Ophthalmol-
o g y  J o i n t  S e m i n a r
（2015.10.17）Fukuoka 

Japan

Shimura M

B1. Dynamic change of aqueous concentra-
tions of cytokines and their receptors dur-
ing the clinical course of ranibizumab 
treatment in diabetic macular edema

Annual Meeting of ARVO, 
（2015.5.3-7）Denver USA 

Shimura M,  Yasuda K,  Ryosuke M,  Kotake O,  Naka-
gawa H,  Noma H

2. Change of cytokines in recurred patients 
after injection of intravitreal ranibizumab 
for branch retinal vein occlusion with 
macular edema

Annual Meeting of ARVO 
（2015.5.3-7）Denver USA 

Noma H,  Yasuda K,  Nakagawa H,  Ryosuke M,  Kotake 
O,  Goto H,  Shimura M

3. Cytokine kinetics between ranibizumab 
and afl ibercept in central retinal vein 
occlusion associated with macular edema

AAO 2016（2015.11.15） 
Las Vegas USA 

Noma H,  Yasuda K,  Shimura M

国内学会
A1.（特別講演）“糖尿病黄斑浮腫”ってど
うしてます ?

第 2 回 西 部 黄 斑 疾 患
フォーラム（2015.1.17） 
兵庫

志村　雅彦

2.（特別講演）網膜疾患の病態に基づく
抗 VEGF抗体の位置付けと使い方 /糖
尿病黄斑浮腫治療を考える

ルセンティス web講演
会（2015.1.20）東京　

志村　雅彦

3.（特別講演）網膜中心静脈閉塞症
（CRVO）の治療戦略

アイリーア黄斑疾患セミ
ナー in 福岡（2015.2.8）
福岡　

志村　雅彦

4.（特別講演）角膜と網膜は違うんで
す！～糖尿病網膜症の最新トピック
ス～

角膜カンファランス
2015（2015.2.13）高知

志村　雅彦
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5.（特別講演）どうする ?糖尿病黄斑浮
腫

第 19回兵庫県黄斑疾患
研究会（2015.2.28）兵庫　

志村　雅彦

6. 糖尿病黄斑浮腫にステロイド薬使っ
ちゃいけないの ?　～正しい使い方教
えます～/糖尿病黄斑浮腫に対する硝
子体注射薬

第 20回日本糖尿病眼学
会（2015.3.6）東京　

志村　雅彦

7.（特別講演）治療方針になやんだケー
ス

第 13回糖尿病患者の眼
科と内科の診療連携を考
える会（2015.3.25）八王
子　

志村　雅彦

8.（特別講演）どのように ?いつまで ?
糖尿病黄斑浮腫への VEGF阻害薬治
療を考える

糖尿病と眼疾患－診断と
治 療－ 学 術 講 演 会
（2015.4.4）札幌　

志村　雅彦

9. 開放性眼球外傷への対処 第 3 2 回 ビ ト 研
（2015.4.11）中央区 東京

志村　雅彦

10.（教育講演）糖尿病網膜症と光凝固 /
糖尿病網膜症の診断と治療

第 119回日本眼科学会総
会（2015.4.17）北海道　

志村　雅彦

11.（特別講演）やっぱり硝子体手術 ? 第 81回香川大学眼科研
究会（2015.4.25）香川　

志村　雅彦

12.（特別講演）どうする ?糖尿病黄斑浮
腫

第 2回 Toyama Macula研
究会（2015.5.15）富山　

志村　雅彦

13.（特別講演）糖尿病黄斑浮腫ってどう
してます ?

第 8回紀の国眼疾患研究
会（2015.5.23） 南紀白浜
市和歌山

志村　雅彦

14.（特別講演）どうする ?これからの糖
尿病黄斑浮腫治療

OPH Webカンファレン
ス（2015.5.26）東京 

志村　雅彦

15.（特別講演）どうする ?糖尿病黄斑浮
腫

第 2回アイリーア &エ
タニティーアップデート
セ ミ ナ ー in 大 分
（2015.6.13）大分 

志村　雅彦

16.（教育講演）糖尿病で失明 ?手術で治
す ?薬で治す ?

第 7 回 T O R C の  会
（2015.6.27）宮城

志村　雅彦

17.（特別講演）糖尿病黄斑浮腫の病態と
治療

第 5回三島内科・眼科糖
尿病連携フォーラム  
（2015.7.4）

志村　雅彦

18. 網膜静脈閉塞症の治療戦略 中 央 眼 科 集 談 会
（2015.7.17）東京

野間　英孝

19.（特別講演）網膜静脈閉塞は治療出来
るのか ?

黄斑疾患セミナー in仙
台市（2015.8.8）宮城 

志村　雅彦

20.（シンポジウム）いつまで続ける ?　
VEGF阻害薬

第 17 回 Japan Macula 
Club（2015.8.23）愛知 

志村　雅彦

21.（特別講演）どうする ?糖尿病黄斑浮
腫

相模原市眼科医会学術講
演会（2015.9.2）町田 

志村　雅彦

22.（特別講演）どうする ?糖尿病黄斑浮
腫

第 8回筑後黄斑疾患研究
会（2015.9.4）久留米 

志村　雅彦

23.（シンポジウム）DMEに対する個別化
治療

DME Summit Meeting
（2015.9.12）神戸 

志村　雅彦

24.（特別講演）いつまで ?どこまで ?糖
尿病黄斑浮腫治療

アイリーア 2周年記念講
演会 in 静岡（2015.9.17） 
静岡

志村　雅彦

25.（特別講演）いつまで続ける ?　VEGF
阻害剤 ?

YOKOSUKA RETINAの
会（2015.10.2）横須賀 

志村　雅彦
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26.（特別講演）糖尿病黄斑浮腫って知っ
てますか ?

埼玉県眼科教育講演会
（2015.10.4）浦和 

志村　雅彦

27.（シンポジウム）糖尿病黄斑浮腫に対
するステロイド治療 /糖尿病黄斑浮腫
の新たな展開

第 69回日本臨床眼科学
会（2015.10.23）名古屋 

志村　雅彦

28.（特別講演）糖尿病になると目が見え
なくなるのはなぜ ?

第 8回横浜西部・中部地
区 CDE フ ォ ー ラ ム
（2015.10.31） 横浜 

志村　雅彦

29. どうする ?糖尿病黄斑浮腫 第 10回みやぎ糖尿病・
眼科カンファレンス
（2015.11.6） 仙台 

志村　雅彦

30.（シンポジウム）RVO黄斑浮腫再発と
炎症

第 32回日本眼循環学会
（2015.12.4）東京

野間　英孝

31. 注射 ?手術 ?上手くやるにはコツがあ
るんです

第 54回日本網膜硝子体
学会総会（2015.12.5）東
京 

志村　雅彦

B1. 白内障・硝子体同時手術における術後
炎症の経時的検討

第 38回日本眼科手術学
会学術総会（2015.1.30）
京都

中川　　迅，野間　英孝，小竹　　修，本橋　良祐，
安田佳奈子，後藤　　浩，志村　雅彦

2. 糖尿病黄斑浮腫に対する抗 VEGF抗
体投与へのトリアムシノロン・テノン
嚢下投与の有効性

日本糖尿病眼学会誌
19：110（2015.3）

嶺崎　輝海，安田佳奈子，野間　英孝，松田　隆作，
志村　雅彦

3. 白内障手術後炎症について　研修医
の成長日記

眼科臨床紀要 8（3）：184-

185（2015.3）
本橋　良祐，野間　英孝，安田佳奈子，中川　　迅，
小竹　　修，志村　雅彦

4. 網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫
におけるサイトカインと前房フレア
値の関係

第 119回日本眼科学会総
会（2015.4.16）

野間　英孝，安田佳奈子，中川　　迅，本橋　良祐，
小竹　　修，後藤　　浩，志村　雅彦

5.（特別講演）網膜静脈閉塞は治療出来
るのか ?

KAMO セ ミ ナ ー
（2015.7.15）京都 

志村　雅彦

6. 糖尿病黄斑浮腫の病態と治療 第 19 回 沖 縄 眼 疾 患
フォーラム（2015.7.18）  
沖縄

志村　雅彦

泌 尿 器 科

【教育】
「到 達 目 標」　年に 1度，学生の講義を担当。
「現 状 説 明」　泌尿器疾患の基本的診断方法，治療について解説している。
「点検・評価」　年 1回のテストを行っているが，講義内容が十分理解されていないところがある。
「改 善 方 策」　分かりやすい講義を心がける。
「目標・改善方策の達成度」　90%程度達成したと思われる。
【研究】
「到 達 目 標」　前立腺肥大症・過活動膀胱の薬物療法，前立腺肥大症の外科治療（レーザー治療）の臨床研究。
「現 状 説 明」　患者に十分なインフォームドコンセントを行い，前立腺肥大症の新規薬剤の治療効果判定を行う。また，レーザー

前立腺核出術（HoLEP）についての十分な説明と，治療効果を判定する。
「点検・評価」　内服治療に関しては臨床を優先とするため，十分な成果が得られていないところがある。
「改 善 方 策」　仕事の効率化をはかり，研究のための時間をつくる。
「目標・改善方策の達成度」　40%程度達成したと思われる。
【診療】
「到 達 目 標」　低侵襲で安全な医療を提供する。
「現 状 説 明」　高画質の内視鏡を用いた尿路の検査や腹腔鏡手術およびレーザー治療を導入し，安全かつ低侵襲の検査および手

術を行っている。
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「点検・評価」　スタッフの数に比べ，検査や手術件数が多い場合，安全確認が不十分になる可能性がある。
「改 善 方 策」　ゆとりのある手術，検査を予定する。
「目標・改善方策の達成度」　80%程度達成したと思われる。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　八王子市内の開業医を対象に年に 2度の前立腺疾患医療連携の研究会を行い，医療連携パスの導入を図っている。
「現 状 説 明」　前立腺癌連携手帳および PSA連携手帳を用いた医療連携を行う。
「点検・評価」　現時点ではまだ連携手帳を用いた十分な医療連携を行うには至っていない。
「改 善 方 策」　医療連携パスを導入し，医療連携を実行する。
「目標・改善方策の達成度」　30%達成したと思われる。

I.　著書
1. 実地内科医の診療と専門医との連携
の実際と留意点

Medical Practice 2泌尿器
疾患 間質性膀胱炎 32：
1451-1455, 2015

宍戸　俊英

II.　学術論文
A1. HoLEP（ホルミウムレーザー前立腺核
出術）は高齢者にとって安全・有効な
治療法か ?

Japanese Journal of Endou-
rology 28（1）：137-141, 
2015

林　建二郎，宍戸　俊英，菅田　明子，中村　　雄，
板谷　　直，原　　秀彦，多武保光宏，桶川　隆嗣，
東原　英二，奴田原紀久雄

D1. 前立腺肥大症の内服治療と外科治療
の注意点

泌尿器外科 28（臨増）：
731-733, 2015

宍戸　俊英，林　建二郎，尾山　博則，栃本　真人，
相澤　　卓，松本　哲夫

III.　学術刊行物
B1. 50歳を過ぎたら気にしてください　
前立腺肥大症

WEB マ ガ ジ ン KEY 
PRESS, 働く男の健康ラ
イフ #10

宍戸　俊英

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 術者および指導医が認識しておくべ
き HoLEPのちょっとしたコツと注意
点

第 29回日本泌尿器内視
鏡学会総会（2015.11.21）
東京

宍戸　俊英，林　建二郎，野田賢治郎，相沢　　卓，
栃本　真人，松本　哲夫

B1. 前立腺がん 2次検診における PSA再
測定の臨床的意義－PSA gray zoneの
検討－

第 128回多摩泌尿器科医
会（2015.3.6）東京

野田賢治郎

2. 当院における f-TULの治療成績 第 29回日本泌尿器内視
鏡学会総会（2015.11.21）
東京

林　建二郎，相澤　　卓，宍戸　俊英

3. 腎・尿管結石に対する TULの治療成
績

第 29回日本泌尿器内視
鏡学会総会（2015.11.21）
東京

宍戸　俊英，林　建二郎，相澤　　卓

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 前立腺肥大症治療の向上と治療学の
確立

旭化成ファーマ㈱「Apri-
cot  Urology Forum」
（2015.2.26）東京

宍戸　俊英

2. 前立腺肥大症の診断と治療 日本新薬㈱「八王子
BPH ミ ー テ ィ ン グ 」
（2015.3.16）東京

宍戸　俊英
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3. 前立腺癌医療連携手帳を用いた連携
パス

平成 27年度がん診療連
携拠点病院機能強化事業
八王子泌尿器疾患連携勉
強会（2015.6.26）東京

宍戸　俊英

4. 前立腺癌の保険診療　～適正な PSA
検査の方法～

平成 27年度がん診療連
携拠点病院機能強化事業
八王子泌尿器疾患連携勉
強会（2015.6.26）東京

相澤　　卓

5. 症例報告② アストラゼネカ㈱「DEEP 
D I V E  o n  C R P C」
（2015.7.3）東京

宍戸　俊英

6. 講習会　講師 第 53回ストーマリハビ
リテーション講習会・第
12 回リーダーシップ
コース（2015.7.29）東京

相澤　　卓

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

【教育】
「到 達 目 標」　後期研修医の専門医合格のため，耳鼻咽喉科臨床領域を広く体験する。
「現 状 説 明」　当科では学生の臨床実習は担当がないので，前期・後期研修医の教育を行っている。
「点検・評価」　定期的に耳鼻咽喉科専門医に必要な知識を確認する。カンファレンスで確認，指摘し教育している。
「改 善 方 策」　学会発表，症例のプレゼンテーションを行い，不足領域を確認する。
「目標・改善方策の達成度」　本年度専門医試験受験者が合格した。
【研究】
「到 達 目 標」　論文作成，年間最低 1編を義務とする。科学研究費を獲得する。
「現 状 説 明」　学会発表のみで，論文に至っていない報告が多数ある。科学研究費の申請書提出をしていない医師が多い。
「点検・評価」　定期的にカンファランスで進行具合を確認する。
「改 善 方 策」　論文作成に対する意識が希薄な若手医師が多い。意識改革，動機づけを行っていく。
「目標・改善方策の達成度」論文作成，年間最低 1編を義務としているが，達成度は不十分である。
【診療】
「到 達 目 標」　手術件数を増加させる。事故のない診療をする。
「現 状 説 明」　手術件数は昨年と横ばいである。大きなトラブルはない。
「点検・評価」　件数を毎月確認している。カンファレンスでの報告，連絡，相談を徹底する。
「改 善 方 策」　手術症例を紹介していただくよう，丁寧な病診連携を努める。
「目標・改善方策の達成度」　初診患者は増加しているが，種々に到る患者は横ばいである。事故のない医療を心がけていく。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　高齢化社会を迎え，難聴，嚥下障害の増加を予想される。適切な診断，処置をおこない，QOL向上に貢献する。
「現 状 説 明」　補聴器が適応となる高齢者，嚥下機能の低下している高齢は多くいると思われるが，耳鼻科受診に至っていない

と思われる。
「改 善 方 策」　市民公開講座等を通じて，難聴，補聴器，嚥下障害等，高齢化社会に需要あるテーマを普及していく。

II.　学術論文
A1. Randomized Phase III Trial of Adjuvant 

Chemotherapy with S-1 after Curative 
Treatment in Patients with Squamous-
Cell Carcinoma of the Head and Neck
（ACTS-HNC）

PLoS One 10：e0116965，
2015（IF=3.234）

Tsukahara K,  et al

2. Clinical study of tympanostomy tube 
placement for patients with intractable 
Meniere disease

J Laryngol Otol 129：120-

125, 2015（IF=0.7）
Ogawa Y,  Otsuka  K, Hagiwara A,  Inagaki T,  Shimizu S,  
Nagai N,  Itani S,  Saito Y,  Suzuki M
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3. The Comparison of Thyroarytenoid Mus-
cle Myectomy and Type II Thyroplasty 
for Spasmodic Dysphonia

J Voice, 2015[Epub ahead 
of print]（IF=1.242）

Nomoto M,  Tokashiki R,  Hiramatsu H,  Konomi U, 
Motohashi R,  Sakurai E,  Toyomura F,  Ueda Y,  Inoue S, 
Tsukahara K,  Suzuki M

4. Application of cervical epidural anesthe-
sia in patients with head and neck carci-
noma

Int Canc Conf J 4：122-

126, 2015
Sato H,  Tsukahara K,  Motohashi R,  Endo M,  Nakamura 
K

5. 内転型痙攣性発声障害に対する甲状
披裂筋切除術

喉頭 26：93-98, 2015 本橋　　玲，渡嘉敷亮二，平松　宏之，野本　剛輝，
許斐　氏元，櫻井恵梨子，豊村　文将，塚原　清彰，
鈴木　　衞

6. cN0と診断された局所進行下咽頭癌の
術前 FDG-PET/CTと術後病理所見の
比較検討

日気食会報 66：198-202, 
2015

本橋　　玲，塚原　清彰，佐藤　宏樹，遠藤　　稔，
中村　一博

7. 外切開を要した深頸部膿瘍の検討 耳鼻臨床 108：71-77, 
2015

勝部　泰彰，塚原　清彰，本橋　　玲，遠藤　　稔，
佐藤　宏樹，上田　百合，中村　一博，藤井　　毅，
鈴木　　衞

8. 奨励賞受賞：初診時に蜂巣炎のみで
あった深頸部感染症例の検討

日気食会報 66：208-213, 
2015

平澤　一浩，塚原　清彰，本橋　　玲，遠藤　　稔，
佐藤　宏樹，上田　百合，中村　一博

9. 内視鏡下鼻内涙嚢鼻腔吻合術を施行
した多発顔面骨骨折による鼻涙管閉
塞例

耳鼻臨床 108：619-624, 
2015

大塚　康司，柴田　元子，太田　陽子，河口　幸江，
矢富　正徳，清水　雅明，北村　剛一，鈴木　　衞

10. 急性中耳炎から内耳障害を生じた症
例の検討

Otology Japan 25：225-

231, 2015
永井　賀子，小川　恭生，上田　百合，萩原　　晃，
河口　幸江，河野　　淳，鈴木　　衞

11. 同一頭位で 2相性眼振がみられた頭位
めまい症例

Equilibrium Res 74：184-

190, 2015
市村　彰英，鈴木　　衞，小川　恭生，大塚　康司

C1. 喉頭摘出術後咽頭皮膚瘻に咽頭
チューブを使用した 1例

日気食会報 66：31-35, 
2015

遠藤　　稔，塚原　清彰，本橋　　玲，佐藤　宏樹，
勝部　泰彰，中村　一博

2. 巨大顎下腺唾石症と巨大扁桃結石症
の併発例

口腔・咽頭科 28：219-

223, 2015
平澤　一浩，塚原　清彰，本橋　　玲，中村　一博，
遠藤　　稔，岡吉　洋平，鈴木　　衞

3. 小児顎下腺粘表皮癌例 耳 鼻 臨 床 108：45-49, 
2015

上田　百合，塚原　清彰，中村　一博，本橋　　玲，
遠藤　　稔，佐藤　宏樹，鈴木　　衞

4. IP療法および同時併用放射線療法に
て治療を行った上顎洞小細胞癌例

耳鼻臨床 108：139-144, 
2015

上田　百合，小川　恭生，清水　　顕，伊藤　博之，
鈴木　　衞

5. 意識障害を来した蝶形骨洞炎におけ
る硬膜外膿瘍の 1例

耳展 58：99-105, 2015 白井　杏湖，大塚　康司，小川　恭生，河口　幸江，
波岡那由太，小山　俊一，赤井　知高，羽生　春夫，
鈴木　　衞

6. 重篤な合併症を併発した放射線性喉
頭壊死の 1症例

頭頸部外科 25：79-84, 
2015

武田　淳雄，清水　　顕，船戸　宣利，野本　剛輝，
勝部　泰彰，田村　理恵，伊藤　博之，鈴木　　衞

III.　学術刊行物
A1. 耳石器機能検査－cVEMP, oVEMP－ 医学のあゆみ 255：733-

737, 2015
小川　恭生

2. 耳鼻咽喉科の疾患・症候別薬物療法良
性発作性頭位めまい症

JOHNS 31：1221-1223, 
2015

小川　恭生

3. 痙攣性発声障害 JOHNS 31：1659-1662, 
2015

本橋　　玲，上田　百合，渡嘉敷亮二

4. 脳血管障害によるめまい JOHNS 30：1067-1071, 
2014

平澤　一浩，小川　恭生，鈴木　　衞

B1. 症例をどうみるか　腎細胞癌が頭頸
部転移をきたした 2例

J O H N S  3 1：2 6 1-2 6 3 , 
2015

勝部　泰彰，鈴木　　衞
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IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Two Cases of Interstitial Pneumonia dur-

ing Treatment of Radiotherapy plus 
Cetuximab

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Motohashi R,  Tsukahara K,  Sato H,  Okada T,  Takeda A, 
Ogawa Y

2. Safety of cetuximab for Squamous Cell 
Carcinoma of the Head and Neck

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Okamoto I,  Shimizu A,  Sato H,  Katsube Y,  Saito Y,  
Hattori K,  Maruyama R,  Suzuki M

3. A case of drug induced interstitial pneu-
monitis after Cetuximab and radiotherapy 
treatment

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Sato H,  Okamoto I,  Shimizu A,  Katsube Y,  Suzuki M

4. Prognostic Signifi cance of Immunohisto-
chemical Biomarkers in Salivary Duct 
Carcinomas

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Takase S,  Tada Y,  Kawakita D,  Kano S,  Shimizu A, 
Ozawa H,  Tsukahara K,  Oogami K,  Sato Y,  Nagao T

5. Tongue cancer in which administration of 
UFT? alone has been able to control a pri-
mary tumor for more than three years

The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society 
of Head and Neck Oncol-
ogy & 39th Annual Meet-
ing of Japan Society for 
Head and Neck Cancer
（2015.6.4-5）Kobe, Japan

Takeda A,  Tsukahara K,  Motohashi R,  Okada T,  Yatomi 
M,  Hirasawa K,  Ogawa Y

6. Clinical analysis of inner ear disorders 
caused by acute otitis

30th Politzer Society Meet-
i n g（ 2 0 1 5 . 6 . 3 0-7 . 3）
Nigata, Japan

Nagai1 N,  Ogawa Y,  Ueda Y,  Hagiwara A,  Kawaguchi 
S,  Kawano A,  Suzuki M

7. Stapes fi xation accompanied with abnor-
mal facial nerve pathway

30th Politzer Society Meet-
i n g（ 2 0 1 5 . 6 . 3 0-7 . 3）
Nigata, Japan

Inagaki T,  Kawano A,  Ogawa Y,  Shiromori M,  Ueda Y, 
Suzuki M

8. New theory of BPPV pathology “cristoli-
thiasis”－Otoconia attached to the crista 
ampullaris－

7th International sympo-
sium on meniere’s disease 
and inner ear disorders
（2015.10.17-20）Rome, 

Ttaly

Otsuka K,  Shiromori M,  Suzuki M,  Konomi U,  Inagaki 
T,  Simizu S,  NagaiN,  Ogawa Y
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9. Spontaneous inversion of nystagmus with-
out a positional change in the horizontal 
canal variant of benign paroxysmal posi-
tional vertigo

7th International sympo-
sium on meniere’s disease 
and inner ear disorders
（2015.10.17-20）Rome, 

Ttaly

Ogawa Y,  Ichimura A,  Otsuka K,  Hagiwara A,  Inagaki 
T,  Shimizu S,  Nagai N,  Itani S,  Suzuki M

10. Eff ects of hearing dysfunction in BPPV 
patients

7th International sympo-
sium on meniere’s disease 
and inner ear disorders
（2015.10.17-20）Rome, 

Ttaly

Inagaki T, , Ogawa Y, Otsuka K, Nagai N, Itani S, Suzuki 
M

11. Audiovestibular fi ndings in cerebellopon-
tine angle tumor

7th International sympo-
sium on meniere’s disease 
and inner ear disorders
（2015.10.17-20）Rome, 

Ttaly

Nagai N,  Ogawa Y,  Hagiwara A,  Otsuka K,  Inagaki T, 
Shimizu1 S,  Itani S,  Suzuki M

12. Interstitial Lung Disease associated with 
Cetuximab for Patients with Head and 
Neck Carcinoma

13th Japan-Taiwan confer-
ence on Otolaryngology 
Head and Neck Suregery
（2015.12 .3-4）Tokyo, 
Japan

Sato H,  Okamoto I,  Shimizu A,  Takase S,  Tokashiki K, 
Ueda Y,  Tsukahara K

13. A Case of Primary Submandibular Gland 
Oncocytic Carcinoma

13th Japan-Taiwan confer-
ence on Otolaryngology 
Head and Neck Suregery
（2015.12 .3-4）Tokyo, 
Japan

Tokashiki K,  Motohashi R,  Nakamura K,  Tsukahara K

国内学会
A1. 頭頸部領域における FOCUSの実践テ
クニック

第 25回日本頭頸部外科
学会総会（2015.1.29-30）
大阪

塚原　清彰

2. 片側声帯麻痺における健側披裂軟骨
の過内転－3DCTにおける新しい知見

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

櫻井恵梨子，平松　宏之，渡嘉敷亮二，本橋　　玲，
許斐　氏元，豊村　文将，野本　剛輝，鈴木　　衞

3. HARMONIC FOCUSR を用いた頸部廓
清術－外科医のこたわり・耳鼻科医の
こだわり－

第 48回日本甲状腺外科
学会（2015.10.30）東京

塚原　清彰

B1. 右側下咽頭梨状陥凹瘻孔の 1例 第 25回日本頭頸部外科
学会総会（2015.1.29-30）
大阪

平澤　一浩，塚原　清彰，中村　一博，本橋　　玲，
上田　百合，遠藤　　稔，佐藤　宏樹，鈴木　　衞

2. Cetuximab併用放射線療法後，間質性
肺炎を併発した症例

第 25回日本頭頸部外科
学会総会（2015.1.29-30）
大阪

本橋　　玲，塚原　清彰，佐藤　宏樹，遠藤　　稔，
岡田　拓朗，白井　杏湖，平澤　一浩，中村　一博

3. BPPV症例における聴覚障害の影響の
検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

稲垣　太郎，小川　恭生，大塚　康司，萩原　　晃，
永井　賀子，井谷　茂人，鈴木　　衞

4. 小脳橋角部腫瘍における聴覚検査・内
耳機能検査の検討

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

永井　賀子，小川　恭生，萩原　　晃，大塚　康司，
稲垣　太郎，清水　重敬，井谷　茂人，田村　理恵，
河野　　淳，鈴木　　衞

5. 膜迷路障害モデルにおける前庭各器
官の変化と可塑性について

第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

許斐　氏元，鈴木　　衞，國場　寛子，吉濱　　勲，
大塚　康司，小川　恭生，稲垣　太郎，清水　重敬，
矢富　正徳

16122039_04八王子.indd   708 2017/03/15   17:20:53



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 709S

6. 乳突部骨導刺激による外眼筋電位 第 116回日本耳鼻咽喉科
学会総会（2015.5.20-23）
東京

小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，清水　重敬，
永井　賀子，井谷　茂人，田村　理恵，河野　　淳，
鈴木　　衞

7. 顎関節包の un block切除のために中頭
蓋底および下顎骨区域切除を行った
症例の嚥下・構音機能に関する検討

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

岡田　拓朗，塚原　清彰，本橋　　玲，小川　恭生

8. 眼振方向が多彩に変化した外側半規
管型良性発作性頭位めまい症の 1例

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，清水　重敬，
永井　賀子，井谷　茂人，河野　　淳，鈴木　　衞

9. 副鼻腔炎による複視が疑われた脳幹
梗塞の 1例

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

太田　陽子，許斐　氏元，河口　幸江，永井　賀子，
矢富　正徳，鈴木　　衞

10. めまい症の重症度と睡眠障害の関連
性について

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

許斐　氏元，小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，
清水　重敬，永井　賀子，井谷　茂人，田村　理恵，
鈴木　　衞

11. 鼻骨再建を行った鼻中隔癌の 1例 第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

丸山　　諒，佐藤　宏樹，清水　　顕，岡本　伊作，
勝部　泰彰．齊藤　　雄，鈴木　　衞

12. 経口的ロボット支援手術の初期臨床
研究報告

第 77回耳鼻咽喉科臨床
学会総会（2015.6.25-26）
浜松

清水　　顕，伊藤　博之，岡本　伊作，勝部　泰彰，
佐藤　宏樹，齊藤　　雄，渡嘉敷邦彦，鈴木　　衞

13. 複数の閉塞部位の睡眠時無呼吸症候
群に対する UPPP＋ GAの効果の検討

第 40回日本睡眠学会定
期学術集会（2015.7.2-

7.3）宇都宮

北村　剛一，矢富　正徳，清水　雅明，岡吉　洋平，
服部　和裕，鈴木　　衞

14. めまい患者の愁訴，ライフスタイルと
睡眠障害の関連について

第 40回日本睡眠学会定
期学術集会（2015.7.2-

7.3）宇都宮

許斐　氏元，小川　恭生，大塚　康司，萩原　　晃，
稲垣　太郎，井谷　茂人，斎藤　　雄，鈴木　　衞

15. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群における
鼻・副鼻腔手術の検討

第 40回日本睡眠学会定
期学術集会（2015.7.2-

7.3）宇都宮

矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，清水　雅明，
岡吉　洋平，鈴木　　衞

16. 当院で経験したレミエール症候群の 2 
例

日本耳鼻咽喉科学会東京
都地方部会例会第 208回
学術講演会（2015.7.18）
東京

冨岡　亮太，清水　重敬，永井　賀子，勝部　泰彰，
高瀬聡一郎，田村　理恵，河野　　淳

17. OSASに対する舌根部と軟口蓋部のコ
ンビネーション手術の治療効果の検
討

第 28回日本口腔・咽頭
科学会総会（2015.9.10-

11）大阪

北村　剛一，矢富　正徳，服部　和裕，岡吉　洋平，
鈴木　　衞，塚原　清彰

18. 小児 OSASにおける OSA-18の有用性
の検討

第 28回日本口腔・咽頭
科学会総会（2015.9.10-

11）大阪

矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，清水　雅明，
岡吉　洋平，塚原　清彰

19. 巨大顎下腺唾石症と巨大扁桃結石症
の併発例

第 28回日本口腔・咽頭
科学会総会（2015.9.10-

11）大阪

武田　淳雄，平澤　一浩，本橋　　玲，小川　恭生，
塚原　清彰

20. Endoscopic medial maxillectomyにて摘
出した上顎洞に発生した孤立性線維
性腫瘍例

第 54回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

大塚　康司，清水　雅明，高瀬聡一郎，岡吉　洋平，
矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，鈴木　　衞

21. 鼻中隔に発生した血管平滑筋腫例 第 54回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

北村　剛一，矢富　正徳，服部　和裕，大塚　康司，
鈴木　　衞，塚原　清彰

22. 蝶形骨洞嚢胞により鼻性視神経症を
きたした一例

第 54回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

矢富　正徳，北村　剛一，服部　和裕，大塚　康司，
清水　雅明，塚原　清彰

23. 内視鏡下に 4 hands surgeryにて摘出し
た若年性血管腺維腫の 1例

第 54回日本鼻科学会総
会（2015.10.1-3）広島

服部　和裕，矢富　正徳，萩原　　晃，大塚　康司，
北村　剛一，鈴木　　衞
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24. fMRIによる痙攣性発声障害ボツリヌ
ムトキシン注射前後の脳活動検討

第 60回音声言語医学会
総会（2015.10.15-16）名
古屋

上田　百合，渡嘉敷亮二，平松　宏之，許斐　氏元，
櫻井恵梨子，豊村　文将，野本　剛輝，塚原　清彰

25. 経口的ロボット手術後に追加治療が
必要となった症例の検討

第 67回日本気管食道科
学会総会（2015.11.19-20）
福島

清水　　 顕，岡本　伊作，勝部　泰彰，佐藤　宏樹，
渡嘉敷邦彦，上田　百合，服部　和裕，黄川田乃威，
伊藤　博之，塚原　清彰

26. 当院における 60 mm カテラン針を用
いた外来日帰り音声手術

第 67回日本気管食道科
学会総会（2015.11.19-20）
福島

豊村　文将，渡嘉敷亮二，塚原　清彰

27. 咽頭喉頭頸部食道摘出術または喉頭
摘出術に対し術後放射線治療を行っ
た症例の甲状腺機能に関する検討

第 67回日本気管食道科
学会総会（2015.11.19-20）
福島

小島　理央，塚原　清彰，本橋　 玲，岡田　拓朗，
矢富　正徳，勝部　泰彰，武田　淳雄，小川　恭生

28. 聴神経腫瘍手術前後の頭部傾斜感覚 第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

小川　恭生，和田　佳郎，大塚　康司， 稲垣　太郎，
清水　重敬，永井　賀子，井谷　茂人，鈴木　 衞

29. 水平回転刺激による卵形嚢耳石遊離
実験　－正常および内耳障害モデル
での検討－

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

大塚　康司，城守　美帆，鈴木　　衞，許斐　氏元，
稲垣　太郎，清水　重敬，永井　賀子，小川　恭生

30. ウシガエル循環障害モデルにおける
耳石器の形態変化

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

稲垣　太郎，鈴木　　衞，大塚　康司，許斐　氏元，
小川　恭生，清水　重敬，永井　賀子，井谷　茂人

31. 耳鼻科疾患での抑うつ症状尺度
（QIDS-SR）の有用性について

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

永井　賀子，小川　恭生，大塚　康司，稲垣　太郎，
清水　重敬，井谷　茂人，田村　理恵，鈴木　　衞

32. 特発性良性発作性頭位めまい例にお
ける睡眠障害の関与について

第 74回日本めまい平衡
医学会総会（2015.11.25-

27）岐阜

許斐　氏元，小川　恭生，大塚　康司，北村　剛一，
稲垣　太郎，永井　賀子，井谷　茂人，斎藤　　雄，
鈴木　　衞，塚原　清彰

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 奨励賞受賞：初診時に蜂巣炎のみで
あった深頸部感染症例の検討

日気食会報 66：208-213, 
2015

平澤　一浩

B1.「継」自己研鑽の継続　後進への継承 美蕾 119：17, 2015 塚原　清彰

麻 酔 科

【教育】
「到 達 目 標」　麻酔科学の基礎的な知識を理解を促し，麻酔臨床に基盤を置いた実践的な教育を目指す。
「現 状 説 明」　手術室内では，臨床実習の医学生および初期研修医を対象に，指導要綱に則った麻酔管理の実技指導を行ってい

る。朝の症例カンファレンスで麻酔管理上の問題点を把握し，実際の麻酔臨床にあたる。各医員によるレクチャー
を受けるとともに，最終日までに経験した症例レポート提出を必須としている。またWHO手術安全チェックリ
ストを用い，医療安全への意識向上を促している。なお，初期研修医にはローテーション中に，早朝の勉強会で
の発表を義務としている。

「点検・評価」　卒前ならびに卒後臨床研修センターの規定に合せて評価を行う。
「改 善 方 策」　麻酔科医員には指導担当者としての自覚を求め，医学教育への理解を深めるとともに指導担当医自身の能力を開

発できる環境を構築する。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 60%程度を達成したと考える。「改善方策」は，環境整備，勉強会の定期的な実施

など行った。
【研究】
「到 達 目 標」　各医員は臨床的あるいは基礎的なテーマを各自選択し，その研究成果を学会・研究会などで発表する。そのテー

マとしては「麻酔薬と中枢神経系」や「アルジネードウォーター（アミノ酸含有の炭水化物）と創傷治療」など
が挙げられる。
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「現 状 説 明」　「積極的な術前経口補水・栄養補給の有用性」・「WHO手術安全チェックリストの医療安全への貢献」などの臨
床的研究を行っている。今後さらに基礎的研究も進めたい。

「点検・評価」　麻酔科医局内での討議を経て，研究成果を共有したうえで，学会発表や誌上発表を心掛ける。
「改 善 方 策」　基礎・臨床などの分野にこだわらず，質の高い麻酔管理ならびに患者安全に貢献できる橋渡し（トランスレーショ

ナル）研究への意識を高める。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 60%程度を達成したと考えられる。「改善方策」は基礎研究を開始した。
【診療】
「到 達 目 標」　手術室での麻酔臨床においては，手術患者の完全を第一に，質の高い周術期管理を行うことを目標とする。その

ために，術前経口補水の推進やWHO手術安全チェックリストの定着をさらに図りたい。昨年度の診療報酬改定
にて手術・麻酔の項目の点数アップしたため，手術件数の増加が病院経営により一層貢献できるようになった。
このことからも，手術室の効率的運用を心掛けていきたい。また，ペインクリニックに関しては，薬物療法・ブ
ロック療法などを用いた疼痛管理の質を向上させ，患者満足度の向上を図る。

「現 状 説 明」　手術室看護師・麻酔科医が定員充足に至らない状態では，麻酔管理の手術件数の大幅な増加は望めない。ペイン
クリニックの臨床業務は，今後積極的に行う方向だが途上である。

「点検・評価」　病院レベルでの手術部運営状況や各科の手術枠の稼働状況を定期的に評価し，見直しを図る必要がある。手術室
の効率的運用が求められる。また，重篤な手術関連合併症の発生の有無を，医療安全管理室とともに検討する。

「改 善 方 策」　手術室スタッフ（医師・看護師）の充実を図る事が重要と思われる。特に麻酔科医員の定員充足に向け，積極的
に麻酔科の仕事内容の認知度を上げ，理解されるよう努めるとともに，ホームページなどを通じ人材確保に励み
たい。

「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 70%程度を達成したと考える。「改善方策」は，病院ホームページを通じて人材募
集を行った。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　大学病院ならびに地域中核病院として重症患者・緊急手術症例などを一件でも多く受け入れることが，社会貢献

につながるものと考える。また麻酔科管理症例へのWHO手術安全チェックリスト導入の成果について，院内の
勉強会や院外からのセミナー依頼があった場合は積極的に情報を発信し，医療安全に資するものとする。また東
京消防庁からの救急救命士の気管挿管実習依頼や外部からの手術室見学希望者の受け入れ依頼には，積極的に応
えることとする。

「現 状 説 明」　救急救命士の実習に当たっての同意書の取得などは各医員の熱意にかかっているが，皆，協力的である。緊急手
術を適切に受け入れる為には，余力ある臨床医の数が必要である。人員の不足はやや改善されてきているが，社
会貢献を十分に行うためにはまだ不十分である。

「点検・評価」　緊急手術の受け入れ等では，院内からの定期的な評価が必要である。
「改 善 方 策」　人員の充足に向けて，努力する必要がある。充足した際には，積極的に救急救命士実習のサポートや研修セミナー

の講師引受けなどを行い，社会に貢献していきたい。
「目標・改善方策の達成度」　「到達目標」の 70%程度を達成したと考えられる。「改善方策」は，緊急手術，特に大動脈疾患を

受け入れ検討，救急救命士実習を実施した。

I.　著書
1. Anesthetic Management of Spinal Cord 

Injury（Unstable Cervical Spine）
Springer, Neuroanesthesia 
and Cerebrospinal Protec-
tion 405-416, 2015

Omi A,  Satomi K（Uchino H,  Ushijima K,  Ikeda Y）

II.　学術論文
C1. Effects of setting a heat moisture 

exchanger fi lter in a vertical position on 
water accumulation in low-fl ow anesthe-
sia

Journal of Clinical Anes-
thesia 27（1）：84-86, 2015

Hirabayashi G,  Furukawa Y,  Maeda R,  Takahashi N,  
Kaneko H,  Omi A,  Ogihara Y

2. Dexmedetomidine-based intravenous 
sedation of a Glucose-6-phosphate dehy-
drogenase defi ciency pediatric patient：A 
case report

Int Poster J Dent Oral Med 
17, 2015（in  press）

Takahashi N,  Ogawa T,  Saito Y,  Takahashi M,  Matsu-
mura T,  Fukayama H,  Omi A

3. 僧帽弁形成術直後に溶血性貧血を認
め再形成術を施行した 1症例

麻酔 64：761-763, 2015 富野美紀子，宮田　和人，竹下　裕二，金子　恒樹，
金澤　裕子，内野　博之
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D1. 巻頭言：手術室に患者安全文化を根付
かせよう　～医療事故調査制度の施
行にあたって～

臨 床 麻 酔 39（9）：1227, 
2015

近江　明文

III.　学術刊行物
B1. WHO『手術安全チェックリスト』の
実践的活用法　～中規模総合病院と
大学病院に導入した経験から

LiSA, 徹底分析シリーズ
「麻酔のリスクマネジメ
ント」21：344-350, 2015

近江　明文，寺井由香子，野口　　将

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Dexmedetomidine-based intravenous 

sedation of a Glucose-6-phoshate dehy-
drogenase defi ciency pediatric patient

2nd Joint Congress of 
DGMKG and BDO, 32nd 
Annual Congress of BDO 
& 14th International Den-
tal Congress on Anesthesia, 
Sedation and Pain Control 
of IFDAS（2015.10.8-10）
Berlin

Takahashi N,  Ogawa T,  Sato Y,  Takahashi M,  Matsmura 
T,  Fukuyama H,  Omi A

国内学会
A1. EAA値を基にした重症敗血症の治療　
－PMXの適応についての検討

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9-

11）東京

関根　秀介，崔　　英姫，長島　史明，齊木　　巌，
屋良　美紀，竹下　裕二，富野美紀子，西山　隆久，
今泉　　均，内野　博之

2.『WHO guidelines for safe surgery 2009』
日本語翻訳（全 130頁）

日本麻酔科学会ホーム
ペ ー ジ（www.anesth.
or.jp）公開（2015.3.31）

近江　明文，西脇　公俊*，市川　高夫*，合谷木　徹*，
平手　博之*，久利　通興*，山浦　　健*，大城　匡勝*

3.『麻酔科医と患者の安全管理』　2.
WHO手術安全のガイドライン 2009

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

西脇　公俊*，市川　高夫*，近江　明文，竹田　道宏*

4. WHO「手術安全チェックリスト」導
入後の問題点とその対策

第 37回日本手術医学会
総会（2015.10.3）大阪

近江　明文

5. 手術室における医療安全　WHO手術
安全チェックリスト：運用上の問題点
と対策～手術チームの統合力が患者
さんを守る～

日本臨床麻酔学会第 35
回大会（2015.10.21-23）
横浜

近江　明文

B1. 局所麻酔薬注入用ルーメン付き尿道
カテーテル使用は男性患者の術直後
の尿カテ刺激症状を解放するか ?

第 26回多摩麻酔懇話会
（2015.2.7）東京

奥山　亮介，大嶽　宏明，屋良　美紀，前田　亮二，
佐藤　雄一，髙橋奈々恵，富野美紀子，金子　英人，
近江　明文

2. 発達期マウス脳スライスにおいて低
張脳脊髄液で引き起こした脳浮腫に
及ぼす全身麻酔薬の作用

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

高橋奈々恵，近江　明文，大嶽　宏明，金子　英人，
内野　博之，工藤　佳久

3. 局所麻酔薬注入用ルーメン付き尿道
カテーテル使用は男性患者の術直後
の尿カテ刺激による違和感を解放す
るか ?

日本麻酔科学会第 62回
学術集会（2015.5.28-30）
神戸

奥山　亮介，金子　英人，大嶽　宏明，前田　亮二，
富野美紀子，近江　明文

4.「手術安全チェックリスト」がインシ
デント・ネバーイベントを減少させる

『医療チームの総合力が
患者さんを守る！』厚生
中央病院・院内研修
（2015.6.19）東京

近江　明文
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5. インシデント報告から学ぶ貴重な教
訓

東京医科大学八王子医療
センター・医療安全義務
研修（2015.6.30）東京

近江　明文

6. 腹部大動脈瘤を合併した膵腫瘍に対
し，二期的に腹腔鏡下膵体尾部切除を
行った症例の麻酔経験

日本麻酔科学会関東甲信
越地方会・東京支部第
55 回 合 同 学 術 集 会
（2015.9.5）横浜

渋谷まり子，羅　　秀玉，齊木　　巌，竹下　裕二，
岩瀬　直人，内野　博之

7. 皮膚悪性黒色腫切除術中のパテント
ブルー皮内注入により，SpO2が著明
に低下し顔面・頭部が青染した一症例

第 7回新都心麻酔懇話会
（2015.10.17）東京

佐藤　雄一，前田　亮二，大嶽　宏明，奥山　亮介，
髙橋奈々恵，富野美紀子，金子　英人，近江　明文

8. 認知症患者の義歯誤飲による咽頭異
物除去の麻酔経験

日本臨床麻酔学会第 35
回大会（2015.10.21-23）
横浜

赤柴　　竜，金子　英人，富野美紀子，髙橋奈々恵，
佐藤　雄一，前田　亮二，大嶽　宏明，近江　明文

9. 外傷性下顎骨骨折の気道管理に難渋
し，緊急気管切開を行って救命し得た
一例

日本蘇生学会第 34回大
会（2015.11.5-6）秋田

大嶽　宏明，金子　英人，赤柴　　竜，富野美紀子，
近江　明文

10. 医療安全全国共同行動・行動目標 S：
『安全な手術-WHO指針の実践』本邦
でのWHO手術安全チェックリストの
使用状況と当院での CL導入・定着へ
の取り組み

“いのちをまもるパート
ナーズ”医療安全全国
フォーラム　分科会 D
（2015.11.21）東京

近江　明文

11. 僧帽弁置換術の合併症 第 21回新宿心臓麻酔カ
ンファ（2015.12.5）東京

富野美紀子

形 成 外 科

【教育】
「到 達 目 標」　形成外科的基本手技の獲得。
「現 状 説 明」　初期および後期研修医へ臨床に則した指導を行っている。
【研究】
「到 達 目 標」　日常診療における疑問や障害を解決・フィードバックできる研究を行う。
「現 状 説 明」　臨床研究を中心に，関連学会などで発表や投稿を行っている。
【診療】
「到 達 目 標」　患者主体の診療を行う。他科とのスムーズな連携体制を構築する。
「現 状 説 明」　十分な疾患理解を得たうえで治療を開始している。他科との連携も良好である。

I.　著書
1. 知っておきたい神経眼科診療 ,　眼窩
吹き抜け骨折の手術時期

医学書院，321-322, 2015 菅又　　章（編：三村　　治）

2. 形成外科治療手技全書 III　創傷外科　
熱傷　全身管理

克 誠 堂 出 版，180-189, 
2015

菅又　　章（監修：波利井清紀）　

II.　学術論文
A1. 形成外科術式の継承法についての検
討

形 成 外 科 58（4）：400-

406, 2015
菅又　　章

C1. A case of blowout fracture of the orbital 
fl oor in early childhood

International Medical case 
Reports Journal 27（8）：
155-158, 2015

Sugamata A,  Yoshizawa N

2. 左腋窩に原発した異所性悪性髄膜腫
の 1例と報告例の集計

日本形成外科学会誌 35
（4）：203-209, 2015

渡邊　浩志，権東　容秀，國分　瑛理，吉澤　直樹，
菅又　　章
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 当院における ALTの術前検査 第 22回多摩形成外科症

例検討会 （2015.2.17）八
王子

権東　容秀，草田理恵子，自見庄太郎，吉澤　直樹，
菅又　　章

2. 両大腿に発生した Chronic expanding 
hematomaの一例

西新宿形成外科フォ－ラ
ム 東京

草田理恵子，権東　容秀，自見庄太郎，國分　瑛理，
吉澤　直樹，菅又　　章

3. 経過中に電解質異常を呈した Chronic 
expanding hematomaの一例

第 23回多摩形成外科症
例検討会 （2015.9.15）八
王子

草田理恵子，権東　容秀，自見庄太郎，國分　瑛理，
吉澤　直樹，菅又　　章

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 意外と身近な形成外科－傷の治り方
から知る応急処置－

第 23回東京医科大学八
王子医療センター市民公
開講座（2015.5.2）東京
医科大学八王子医療セン
ター

吉澤　直樹

病 理 診 断 部

【教育】
「到 達 目 標」　将来的に臨床の場にも役立つ要素を加えた講義，実習が望ましい。研修医に対しては病理解剖や CPCを通じて，

患者の病態把握やプレゼンテーションができ，総合的な考えができるようにする。
「現 状 説 明」　講義は出席率が低い。ポリクリでは当センターの特色である移植に関する基礎知識と病理診断に関わる実習を

行っている。研修医は CPCレポートを書くことが義務付けられている。
「点検・評価」　講義への出席率を高めることが必要である。また，研修医は一般的医学知識に偏りがある。
「改 善 方 策」　出席率に関しては出席カードのみではなく，小テストを行い，必要最低限の知識を学習させる。また，グループ

単位で示説を行うことにより，病理と臨床の総合的な考え方を学ぶことができ，CPCレポート作成の演習とも
なる。

【研究】
「到 達 目 標」　大学病院の一つとして多数の症例が集まることから，症例あるいは疾患ごとに病理像及び臨床像をとらえ，詳細

に検討する。また，病理組織の検討を主体とした外部との共同研究を発展させる。
「現 状 説 明」　稀少例に関しては臨床と協力して症例報告を行っている。
「点検・評価」　診断に追われており，充分な時間がとれない。研究部門を支える技師がいない。
「改 善 方 策」　ない
【診療】
「到 達 目 標」　病理診断という特異性から，明らかな誤診を回避することが第一で，患者に不利益をもたらさない努力くが必要。

臨床医とともに症例検討を行い，相互的に診断能力を高める。
「現 状 説 明」　大多数の症例でダブルチェックを行っている。また，CPCや臨床医とのディスッションを行っている。
「点検・評価」　ダブルチェックを行うことにより，誤診を防止ができる。臨床医から要望に答えることができるよう努力してい

る。
「改 善 方 策」　現状維持。
「目標・改善方策の達成度」　誤診等のトラブルは回避できているが，その結果，報告の遅滞が生じることがある。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　医療に携わる人々に対して，医学の基礎としての病理学を教える。また，一般には病理診断科の認知度が低いた

め，広く知られるようにする。
「現 状 説 明」　パラメディカルに対して病理学総論や細胞診の講義を行っている。また，八王子医療センターの広報やホームペー

ジを利用して，病理診断科の医療における役割を掲載している。
「点検・評価」　病理診断科に対する理解は医師同士でも難しいことがあり，一般市民の認知度はさらに低い。
「改 善 方 策」　少なくともパラメディカルへの教育に積極的に携わる。
「目標・改善方策の達成度」　教育への貢献はわずかである。
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IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 問題症例検討会 3：診断　症例 第 51回日本肝癌研究会

（2015.7.23）神戸
小澤　陽介，高野　公徳，疋田　康祐，沖原　正章，
佐野　　達，富田　晃一，千葉　斉一，島津　元秀，
芹澤　博美，河地　茂行

B1. 後縦隔腫瘍として切除された右肺上
葉小細胞癌の 1例

第 56回日本肺癌学会学
術集会（2015.11.26）横
浜

福田賢太郎，中嶋　英治，三浦　弘之，高橋　秀暢，
池田　徳彦，芹澤　博美

2. 嚢胞内乳頭腫との鑑別に離渋した乳
頭腺管癌の一例

第 77回日本臨床外科学
会総会（2015.11.26）福
岡

柴崎ゆかり，石川　裕子，松尾　聡美，天谷　圭吾，
芹澤　博美，三坂　武温，森谷　卓也，林　　光弘

3. 葉状腫瘍手術における予定切離マー
ジンと切離断端の関係

第 12回日本乳癌学会関
東地方会（2015.12.5）大
宮

天谷　圭吾，石川　裕子，柴崎ゆかり，松尾　聡美，
三坂　武温，芹澤　博美，林　　光弘

感 染 症 科

【教育】
「到 達 目 標」　当診療科では実臨床における学生教育の質の向上を目指して，感染症診療および感染症学の指導をおこなう。
「現 状 説 明」　初期研修医，クリニカルクラークシップの学生に対して随時個別に教育している。
「点検・評価」　一作年度より常勤医師 2名体制となったため入院診療も行えるようになり，昨年度より教育体制も改善された。
「改 善 方 策」　今後，感染症科の外来診療・入院診療を充実させ，学生実習にも努める。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 50%程度を達成した。
【研究】
「到 達 目 標」　感染症全般について主に臨床研究をおこない，学会および論文で発表していく。
「現 状 説 明」　東京薬科大学とのMRSA感染症に関する共同研究や他の診療科と共同で様々な感染症に関する研究や症例報告

などをおこなっている。
「点検・評価」　さらに発展させる必要がある。
「改 善 方 策」　今後，院内の他の診療科とも共同して臨床研究を推進する。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 50%程度を達成した。
【診療】
「到 達 目 標」　地域の中核病院としてあらゆる種類の感染症診療に対応するとともに，病院内での感染症科のニーズを確立する。
「現 状 説 明」　他科からの感染症コンサルテーションへの対応と週に 4日間の感染症科外来診療をおこなっている。南多摩医療

圏唯一の第 2種感染症指定医療機関として，公的な要請にも対応している。
「点検・評価」　HIV感染症の外来通院患者数も約 40名にまで増加しているが，今後さらに外来患者数および入院患者数の増加

が必要である。
「改 善 方 策」　HIV患者や輸入感染症など感染症科に特化した疾患を中心に外来患者数を増やし，地域の周辺医療機関からの一

般的な感染性疾患などの紹介数が増えるよう広報活動にも力を入れる。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 55%程度を達成した。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　市民公開講座や研究会を通して，感染症の予防・治療に関する啓発をおこなう。
「現 状 説 明」　保健所からの依頼を受けて，地域の医療従事者を対象とした講習会を定期的に実施している。市民公開講座も実

施予定である。
「点検・評価」　さらなる社会貢献の余地が残されている。
「改 善 方 策」　周辺の医療機関や保健所などにも積極的に連携して情報提供をおこなっていく。
「目標・改善方策の達成度」　到達目標の 50%程度を達成した。

I.　著書
1. 抗 HIV治療ガイドライン 2015年 3月
（急性 HIV感染症とその治療）

厚 生 労 働 省，130-133, 
2015

藤井　　毅（編：HIV感染症及びその合併症の課題
を克服する研究班）

2. 深在性真菌症のマネジメント（ニュー
モシスチス肺炎）

医薬ジャーナル社，171-

184, 2015
藤井　　毅（編：河野　　茂）
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3. 一冊できわめるステロイド診療ガイ
ド（易感染性・感染症のその対策，他）

文光堂，50-52, 160-167, 
253-260, 2015

藤井　　毅（編：田中　廣壽，他）

4. 感染防止からみる微生物学（日和見感
染症）

秀潤社，39-47, 2015 藤井　　毅（監修：松本　哲哉）　

5. 今日の治療指針 2015（梅毒） 医学書院，226-227, 2015 藤井　　毅（監修：山口　　徹，北原　光夫）
6. 今日の診断指針 2015（HIV感染症 /

AIDS）
医 学 書 院，1396-1398, 
2015

藤井　　毅（編：金澤　一郎，永井　良三）

7. 臨床検査データブック 2015-2016（検
査計画の進め方　感染症疾患）

医学書院，61-63, 2015 藤井　　毅（監修：高久　史麿）

II.　学術論文
A1. Increase in SCCmec type IV strains 

aff ects trends in antibiograms of methicil-
lin-resistant Staphylococcus aureus at a 
tertiary care hospital

J Med Microbiol 64（7）：
745-751, 2015（IF=2.269）

Ito A,  Nakaminami H,  Fujii T,  Utsumi K,  Noguchi N

2. Adult living-donor liver transplantation 
for a recipient with a high preoperative 
1,3-beta-D-glucan level and positive test 
result for Aspergillus antigen

Transplant Proc 47（3）：
799-803, 2015（IF=0.876）

Takano K,  Shimazu M,  Chiba N,  Iwamoto H,  Nakamura 
Y,  Konno O,  Sano T,  Fujii T,  Serizawa H,  Kawachi S

C1. ミノサイクリン・レボフロキサシン注
射薬併用が著効した日本紅斑熱の 2例

感 染 症 誌 89：597-600, 
2015

佐藤　昭裕，中村　　造，池田　秀樹，水野　泰孝，
藤井　　毅，松本　哲哉，神田　哲郎

2. 口腔病変を契機に HIV感染症が判明
した 2例

有病者歯科医療 24（2）：
74-78, 2015

宮本　重樹，小川　　隆，金子　忠良，今井　健一，
落合　邦康，藤井　　毅，近津　大地

III.　学術刊行物
A1. 免疫不全　HIV・血液疾患を中心に 感染と抗菌薬 18（3）：

259-263, 2015
藤井　　毅

2. 抗酸菌 最新醫學別冊 診断と治
療の ABC 107 血液腫瘍
領域の感染症：145-152,  
2015

小林　勇仁，中村　　造

B1. 巻頭言　AIDSパニックから 30年 化学療法の領域31（12）：
19, 2015

藤井　　毅

2. 入院時に培養を提出せずにカルバペ
ネム系薬などの広域抗菌薬を始めて
しまった場合でも，de-escalationでき
るってホント ?

medicina 52（6）：944-946, 
2015

小林　勇仁，中村　　造

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Peripheral Line Associated Blood Stream 

Infection
ICCAC/ ICC（2015 .9 . 
17-21）San Diego, Cali-
fornia

Sato A,  Nakamura I,  Fujii T,  Matsumoto T

2. リネゾリド再投与症例における血小
板減少の発現に関する臨床的検討

第 64回日本感染症学会
東日本地方会総会学術集
会（2015.10.21-23）札幌

小林　勇仁，中村　　造，渡邊　裕介，藤田　裕晃，
下稲葉みどり，福島　慎二，水野　泰孝，大楠　清文，
松本　哲哉

国内学会
A1. HIV感染症 /AIDS 抗菌化学療法・感染制御

専門薬剤師養成研究会 
第 3回 アドバンスコー
ス

藤井　　毅
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2. AIDS～耐性菌～感染制御 第 14回抗菌薬併用療法
研究会

藤井　　毅

3. ニューモシスチス肺炎 第 50回呼吸器セミナー 藤井　　毅
B1. アニマルケアスタッフの B. canis 無症
候性保菌

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.16-

17）京都

佐藤　昭裕，藤田　裕晃，月森　彩加，小林　勇仁，
中村　　造，福島　慎二，水野　泰孝，大楠　清文，
藤井　　毅，今岡　浩一，松本　哲哉

2. 血液培養陽性の結果が判明する前に
死亡した感染症症例の臨床的検討

第 89回日本感染症学会
学術講演会（2015.4.16-

17）京都

小林　勇仁，中村　　造，藤田　裕晃，月森　彩加，
佐藤　昭裕，福島　慎二，水野　泰孝，大楠　清文，
松本　哲哉

3. 病院内における市中類似メチシリン
耐性黄色ブドウ球菌の拡大

第 63回日本化学療法学
会総会（2015.6.4-6）東
京

伊藤　　歩，中南　秀将，輪島　丈明，藤井　　毅，
野口　雅久

4. アルベンダゾールが奏功した複視を
主訴とした有鉤嚢虫症

第 63回日本化学療法学
会総会（2015.6.4-7）東
京

佐藤　昭裕，藤田　裕晃，月森　彩加，小林　勇仁，
中村　　造，福島　慎二，水野　泰孝，藤井　　毅，
松本　哲哉

5. MRSAにおける消毒薬低感受性遺伝
子 qacA/Bの分布および薬剤感受性の
関係

MRSAフォーラム 2015
（2015.7.11）東京

高玉　駿介，中南　秀将，輪島　丈明，藤井　　毅，
野口　雅久

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. HIV感染症 /AIDS最近の話題 第 19回エイズ診療ネッ

ト ワ ー ク in Nagasaki
（2015.2.27）長崎

藤井　　毅

2. 感染症 Q&A 八王子学園都市大学い
ち ょ う 塾 公 開 講 座
（2015.6.20）東京

藤井　　毅

3. エイズに関する正しい知識 群馬県立板倉高等学校講
演会（2015.11.6）群馬

藤井　　毅

4. 抗 HIV治療のアップデート，および
多剤耐性菌への対応

みずほ証券セミナー
（2015.12.4）東京

藤井　　毅

5. 微生物学的検査等（糞便検査）におけ
る検体採取に必要な知識・技能・態度

検体採取等に関する厚生
労 働 省 指 定 講 習 会
（2015.12.5）東京

藤井　　毅

特 定 集 中 治 療 部

【教育】
「到 達 目 標」　学生の臨床実習において，集中治療の概念，臨床での診断，治療の構築についての実習，教育を行う。また，医

療従事者として，医療に対する基本的な概念の教育も行っていきたい。
「現 状 説 明」　当科を実習する希望者のみが 1週間ラウンドしており，毎日のカンファランスの参加，指導医によるクルズスを

行い，実習最終日に，学生による症例のプレゼンテーションおよび筆記試験を行う。
「点検・評価」　時間的制約，指導医のマンパワーの問題もあり，現状維持で行っていく。
「改 善 方 策」　指導医の増員が得られれば，さらに深まった指導が可能と思われる。現在も，集中治療に関連した部門との協力

で，充実した教育が可能と思われる。
「目標・改善方策の達成度」　100%に近い状態にもっていけると考えている。
【研究】
「到 達 目 標」　当科では，集中治療に関する質の高い系統的な研究の継続，国内，国外の学会発表，論文作成を目標としている。

そのために集中治療領域に関連する外科系，内科系講座と共同研究を進める予定である。
「現 状 説 明」　現状では，年間 10～20前後の学会発表（国際学会を含む）及び，10～15の論文発表を行っている。
「点検・評価」　スタッフが 4人の現状では，これ以上は難しい面がある。
「改 善 方 策」　増員が一番の改善策であるが，他講座の若い先生方を含め研究の楽しさを伝え，少しでも研究に対するモチベー

ションを高めたい。
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【診療】
「到 達 目 標」　大学病院の集中治療部として，質の高い集中治療を継続的に行う。
「現 状 説 明」　毎日，関係各科とカンファレンスを行い，診断，治療について討議しながら集中治療を行っている。
「点検・評価」　現状においては，質の高い集中治療を行っていると思うが，現在の人員では集中治療専従医が 24時間体制で診

れないのが今後の課題である。現在は，関係各科の協力のもと，継続した診療は行えている。
「改 善 方 策」　人員の増加，関係各科との更なる密接な協力関係を得て，集中治療の重要性を理解してもらうこと。
「目標・改善方策の達成度」　100%に近い状態である。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　社会において，「集中治療とは何か，その重要性を理解してもらうこと」について啓豪したい。
「現 状 説 明」　年 2～3回の講演（学外の演者）を行い，院内の医師やコメディカルのみならず，他大学や近隣の協力病院の医師，

看護師にも参加してもらっている。
「点検・評価」　現状においては，参加者も多く熱心な検討も行われており，社会的に貢献できている。またここ 2，3年は学会

の主催も予定されている。
「改 善 方 策」　さらにより広く貢献するためには，一般大学，市民講座での講演等も検討したい。
「目標・改善方策の達成度」　100%に近い達成が得られると思う。

II.　学術論文
A1. Burn-Evoked Reactive Oxygen Species 

Immediately After Injury are Crucial to 
Restore the Neutrophil Function Against 
Postburn Infection in Mice

Shock 44（3）：252-257, 
2015

Miyazaki H*,  Kinoshita M*,  Ono S,  Seki S*,  Saitoh D*

2. Theranostic photosensitive nanoparticles 
for lymph node metastatis of gastric can-
cer

Ann Surg Oncol 22：
S923-28, 2015

Tsujimoto H*,  Morimoto Y*,  Takahata R*,  Nomura S*,  
Yoshida K*,  Hiraki S*,  Horiguchi H*,  Miyazaki H*,  Ono S,  
Saito D*,  Hara I*,  Ozeki E*,  Yamamoto J*,  Hase K*

3. Abdominal Infection Suppresses the 
Number and Activity of Intrahepatic Nat-
ural Killer Cells and Promotes Tumor 
Growth in a Murine Liver Metastasis 
Model

Annals of surgical oncol-
ogy 23：257-265, 2015

Matsumoto Y*,  Tsujimoto H*,  Ono S,  Shinomiya N,  * 
Miyazaki H*,  Hiraki S*,  Takahata R*,  Yoshida K*,  Saitoh D*,  
Yamori T*,  Yamamoto J*,  Hase K*

4. Perioperative programmed death-1 
expression on CD4+ T cells predicts the 
incidence of postoperative infectious com-
plications

Shock 44：323-329, 2015 Kubo T*,  Ono S*,  Miyazaki H*,  Saitoh D*,  Yamamoto J*,  
Hase K*

5. CD47 is an adverse prognostic factor and 
a therapeutic target in gastric cancer

Cancer Medicin 2015.6.16
（E pub）

Yoshida K*,  Tsujimoto H*,  Matsumura K*,  Kinoshita M*,  
Takahata R*,  Matsumoto Y*,  Hiraki S*,  Ono S,  Yamamoto 
J*,  Hase K*

B1. Selective Digestive Tract Decontamina-
tion（SDD）, Selective Oropharyngeal 
Decontamination（SOD）は必要か ?

日本外科感染症学会雑誌
12（4）：271-276, 2015

池田　寿昭，小野　　聡，上野　琢哉，須田　慎吾

C1. Refeeding症候群により心停止を来た
したが，集学的治療により救命し得た
神経性食思不振症の 1例

日本救命医療学会雑誌
29：43-48, 2015

長島　史明，池田　寿昭，池田　一美，小野　　聡，
上野　琢哉，須田　慎吾

2. 抗菌薬を被疑薬とする重症薬疹に合
併した人工呼吸器関連肺炎の 1症例

医 薬 薬 学 41（9）：651-

655, 2015
松永　宣文，須田　慎吾，畑中絵里子，池田　寿昭，
上野　琢哉，奥山　　清

3. ICUにおける重症患者の EAA（endo-
toxin activity assay）値

エンドトキシン・自然免
疫研究 18：47-54, 2015

池田　寿昭，小野　　聡，須田　慎吾，泉谷　義人，
上野　琢哉

D1.【病態ごとの輸液管理　－その常識は
正しいか ?－】
横紋筋融解症の輸液管理　－その常
識は正しいか ?－

救急・集中治療 27（9, 
10）：791-797, 2015

池田　寿昭

2. 巻頭言 日本救命医療学会雑誌
29：2015

池田　寿昭
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3.【急性期看護の「根拠」を学ぶ実践誌　
呼吸器・循環器】
あなどれない輸液の基本（電解質補
正）と注意点

呼吸器・循環器　達人
ナース 36（4）：9-21, 2015

池田　寿昭

4. 巻頭言 日本外科感染症学会雑誌
12（2）：75, 2015

小野　　聡

5.【特集：一般外科医にもわかる外科侵
襲と免疫応答】
手術侵襲と免疫・炎症反応　－食道手
術－

日本外科感染症学会雑誌
12（2）：77-83, 2015

辻本　広紀*，小野　　聡，平木　修一*，高畑　りさ*，
堀口　寛之*，野村　信介*，伊藤　　希*，兼松　恭平*，
山崎　健司*，永田　　健*，原田　　学*，青笹　季文，
山本　順司*，長谷　和生*

6.【特集：高度生体侵襲に対する各方面
からの対処法】
特集にあたって

ICUと CCU 39（7）：391, 
2015

池田　寿昭

7.【特集：高度生体侵襲に対する各方面
からの対処法】
重症感染症における免疫療法の意義

ICUと CCU 39（7）：423-

429, 2015
小野　　聡，池田　寿昭，須田　慎吾，泉谷　義人，
上野　琢哉

8.【周術期感染症の制御と治療戦略】
手術侵襲と生体反応

化学療法の領域 31：191-

199, 2015
小野　　聡，辻本　広紀*，平木　修一*，池田　寿昭*

9.【病態生理と症例から学ぶ輸血ガイ
ド】
外傷患者，多臓器不全患者の輸血，栄
養管理

Medical Paractice 32：
324-328, 2015

小野　　聡，池田　寿昭，上野　琢哉

III.　学術刊行物
A1.【疾病救急医学】　泌尿器・生殖系疾患 へるす出版，救命救急士

標準テキスト　下巻　改
訂第 9版，789-798, 2015

池田　寿昭

IV.　学会および研究会発表
国際学会
B1. Perioperative programmed death-1 

expression on CD4+ T cell predicts the 
incidence of postoperative infectious com-
plications following gastrointestinal sur-
gery

35th International Sympo-
sium on Intensive Care and 
Emergency  Medic ine 
（2015.3.17-20）

Ono S,  Kubo T*,  Tsujimoto H*,  Kinoshita M*,  Ueno T,  
Ikeda T

2. Japanese clinical experiences of poly-
myxin B immobilized fi ber with direct 
hemoperfusion（PMX-DHP）for sever 
sepsis/septic shock

28th ESICM（2015.10.3-7）
ドイツ

Ikeda T,  Ono S,  Ueno T,  Suda S,  Izutani Y

国内学会
A1.【基調講演】
敗血症時の免疫機能低下の病態とモ
ニタリング

敗血症セミナー in名古
屋（2015.1.10）名古屋

小野　　聡

2. 敗血症性ショックと集中治療管理 第 23回山口県血液浄化
研究会（2015.2.19）山口

池田　寿昭

3.【DIC治療の向上と治療学の確立】
SIRS Associated Coagulopathy（SAC）
の病態解明に迫る！

第 3回多摩消化器外科セ
ミナー（2015.2.19）東京

小野　　聡

4.【DIC治療の向上と治療学の確立】
SIRS Associated Coagulopathy（SAC）
の病態解明に迫る！

山 梨 DIC 研 究 会
（2015.2.26）山梨

小野　　聡
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5. 重症敗血症時の免疫不全対策として
のエンドトキシン吸着療法の意義

第 51回日本腹部救急医
学会（2015.3.5）京都

小野　　聡，木村　暁史*，辻本　広紀*，平木　修一*，
上野　琢哉，池田　寿昭

6. 外科医からみた ICU管理 第 15 回茨城臨床麻酔
ネットワーク（ICAN）
講演会（2015.3.7）茨城

小野　　聡

7.【特別講演】
敗血症性 DICの病態解明とその対策
解明とその対策

第 4回城北救急集中治療
敗 血 症 フ ォ ー ラ ム
（2015.3.30）東京

小野　　聡

8.【特別講演】
周術期管理の進歩はがん手術患者の
長期予後を改善するか

第 23回東医大八王子医
療センター病診連携学術
講演会（2015.6.15）東京

小野　　聡

9.【特別講演】
敗血症性 DICの病態解明とその対策

広 島 DIC フ ォ ー ラ ム
2015（2015.6.19）広島

小野　　聡

10. 重症敗血症治療におけるサイトカイ
ン治療の新たな展開

サイトカインストーム研
究会（2015.6.26）栃木

小野　　聡

11. 外科侵襲時の炎症・免疫担当細胞の役
割と機能評価

外科代謝栄養学会第 52
回学術集会（2015.7.3）
東京

小野　　聡，辻本　広紀*，平木　修一*，久保　　徹*，
池田　寿昭

12.【特別講演】
敗血症免疫不全の病態と PMX治療

第 5 回関西 Sepsis 研究
会（2015.7.10）大阪

小野　　聡

13. 敗血症性 DICの病態解明とその対策 外科感染症カンファレン
ス（2015.7.23）東京

小野　　聡

14. 外科からみた周術期感染管理 第 213 回 ICD 講 習 会
（2015.8.29）東京

小野　　聡

15. 今後の DIC治療戦略について DIC 治 療 フ ォ ー ラ ム
（2015.9.5）東京

池田　寿昭

16. 敗血症性多臓器不全におけるバイオ
マーカの変化と治療戦略

第 5回城北救急集中治療
敗 血 症 フ ォ ー ラ ム
（2015.9.14）東京

池田　寿昭

17.【特別講演】
SIRS Associated Coagulopathy（SAC）
の病態解明にと DIC対策

第 5回神奈川外科・救急
合同セミナー（2015.9.25）
神奈川

小野　　聡

18.【ランチョンセミナー】
外科侵襲と腸管免疫

第 21回日本エンドトキ
シン・自然免疫研究会
（2015.12.4-5）東京

小野　　聡

19. 敗血症性 DIC対策におけるトロンボ
モジュリン剤投与の意義

日 高 DIC フ ォ ー ラ ム
（2015.12.8）埼玉

小野　　聡

B1. Refeeding症候群により心停止を来た
したが，神経性食思不振症の 1例

第 30回日本 Shock学会
総会（2015.5.22-23）東
京

長島　史明，池田　寿昭，池田　一美，須田　慎吾，
上野　琢哉，小野　　聡

2. 亜全胃温存膵頭十二指腸切除術後に
横行結腸穿孔，腹部コンパートメント
症候群を発症した 1例

第 30回日本 Shock学会
総会（2015.5.22-23）東
京

野村　信介*，青笹　季文*，西川　　誠*，久保　　徹*，
野呂　拓史*，辻本　広紀*，小野　　聡，長谷　和生*，
山本　順司*

3. 膵頭十二指腸切除術後に発症した
Clostridium perfringens敗血症の 1例

第 30回日本 Shock学会
総会（2015.5.22-23）東
京

久保　　徹*，青笹　季文*，野村　信介*，西川　　誠*，
野呂　拓史*，平木　修一*，辻本　広紀*，小野　　聡，
長谷　和生*，山本　順司*

4. 放射線胸部照射後急性肺障害モデル
における抗 HMGB-1療法の有用性に
関する検討

第 30回日本 Shock学会
総会（2015.5.22-23）東
京

高畑　りさ*，小野　　聡，辻本　広紀*，平木　修一*，
堀口　寛之*，永田　　健*，青笹　季文*，宮崎　裕美*，
齋藤　大蔵*，山本　順司*，長谷　和生*

5. 白血球数は PMX-DHPの効果に影響
を及ぼすか

第 175回東京医科大学医
学会総会（2015.6.6）東
京

山中　浩史，池田　寿昭，小野　　聡，上野　琢哉，
須田　慎吾
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座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 721S

6. プレセプシスの上昇が見られなかっ
た敗血症性ショック症例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.28-29）東京

泉谷　義人，須田　慎吾，奈倉　武郎，上野　琢哉，
小野　　聡，池田　寿昭

7. 心機能低下を合併し循環管理に難渋
した腎移植後の一症例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.28-29）東京

小平　亜美，池田　寿昭，小野　　聡，上野　琢哉，
須田　慎吾，泉谷　義人

8. 当センターにおける高気圧酸素治療
の現況

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.28-29）東京

若林　玲央，栗原真由美，髙橋　正矩，齋藤　拓也，
坂川　裕規，鈴木　敦子，梅田太一朗，本間　透修，
舟久保洋行，山下　忠邦，村上　秀崇，杉原　英司，
丹木　義和，畑谷　重人，池田　寿昭

9. 超高齢者に対する膵頭十二指腸切除
後に原因不明の septic shock, DICを発
症，Selective Digestive Decontamination
および metronidazole投与が奏功した
と考えられた 1例

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.28-29）東京

瀧端　康博*，西川　　誠*，野呂　拓史*，青笹　季文*，
神藤　英二*，辻本　広紀*，上野　秀樹*，小野　　聡，
長谷　和生*，山本　順司

10. 頸部蜂窩織炎から劇症型溶連菌感染
を来たした一例

第 30回日本救命医療学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.9.11-12）東京

泉谷　義人，池田　寿昭，小野　　聡，上野　琢哉，
須田　慎吾

11. 改正臓器移植法成立前後における臓
器提供の現状と取り組み

第 30回日本救命医療学
会 総 会・ 学 術 集 会
（2015.9.11-12）東京

池田　寿昭，小野　　聡，上野　琢哉，須田　慎吾，
泉谷　義人，櫻井　悦夫

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. SIRS associated Coagulapathy（SAC）
の病態解析と治療戦略

日本製薬社内勉強会
（2015.1.27）東京

小野　　聡

2. エンドトキシン吸着療法に関する講
演

佐 久 医 療 セ ン タ ー
（2015.2.13）長野

小野　　聡

3. 社内勉強会 日本製薬社内勉強会
（2015.4.23）東京

小野　　聡

4. 学生講義 産業医科大学　救命救急
医学（2015.10.9）福岡

小野　　聡

5.【特別講演】
ここが知りたい！外科領域における
MRSA感染症治療の実際

第 4回 MRSA感染症塾
（2015.11.11）東京

小野　　聡

薬 剤 部

【教育】
「到 達 目 標」　職員に対する医薬品安全管理教育
「現 状 説 明」　病棟薬剤業務で生じた処方介入事例を診療会議で周知し，年 2回の医療安全研修で講義している。
「点検・評価」　現状では指導者間でのスキルに偏りが生じている。
「改 善 方 策」　薬剤部内研修マニュアルの充実をはかり，薬剤師スキルの偏りを是正する。
【研究】
「到 達 目 標」　学術論文の投稿
「現 状 説 明」　学会への参加発表の機会は増えているが，学術論文としての業績が少ない。
「点検・評価」　本年は 2報の学術論文が掲載された。
「改 善 方 策」　姉妹校である東京薬科大学との共同研究を行い，協力と指導を仰ぎながら学術論文に投稿する。また医局と連携

をとりながら，研究を推進していく。
【診療】
「到 達 目 標」　安全管理を含めた医薬品適正使用に貢献する。
「現 状 説 明」　現時点での採用品目は約 2,000であり，経営面や安全面からも問題がある。
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著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
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第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌722S

　　　　　　　緩和・栄養サポート・褥瘡対策・感染症の各チーム，病棟担当薬剤師などをもって，チーム医療と医薬品適正使
用を行っている。

「点検・評価」　新規医薬品採用にあたり，1～2品目の医薬品削除を依頼して，協力をしていただいている。
「改 善 方 策」　医薬品採用のみなおしを行う。現在病棟担当制になっている業務の均一化をバックアップ体制を強化するととも

に，職員研修の充実をはかる。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域薬局と連携をとりながら，切れ目のない医薬品適正使用をめざす。市民講座への協力を行う。
「現 状 説 明」　多摩薬薬連携協議会と関連フォーラムへの参加をしている。糖尿病患者会への参加や市民講座，また腎臓病教室

での講師役を行っている。
「点検・評価」　お薬手帳や医薬品情報提供書をもたないまま入院してくる患者さんがいる場合は，正確に服薬状況を確認できな

い症例がわずかだがある。退院時のお薬手帳の記載が不十分である。
「改 善 方 策」　多摩薬薬連携協議会の継続を行う。また，退院時におけるお薬手帳記載が行われるように，業務の効率化をはか

る。

I.　著書
1. 写真付 /服薬指導 CD-ROM2015年 36
版

じほう，2015年 3月 茂木　　徹*，奥山　　清，高坂　　聡，ほか 29名

2. 写真付 /服薬指導 CD-ROM2015年 37
版

じほう，2015年 9月 茂木　　徹*，奥山　　清，高坂　　聡，ほか 29名

3. 腎臓病薬物療法トレーニングブック じほう，2015年 9月 高坂　　聡（編：平田　純生）

II.　学術論文
A1. 院内製剤であるハチアズレ・プロマッ
ク D・キシロカイン含嗽液の化学・放
射線療法による口内炎に対する有用
性に関する検討

日 病 薬 誌 51（7）：829-

833, 2015
吉元　公一，峰島　宏枝，輿石　　徹，塚原　清彰，
小川　恭生，奥山　　清

C1. 抗菌薬を被疑薬とする重症薬疹に合
併した人工呼吸器関連肺炎の一症例

医 療 薬 学 41（9）：651-

655, 2015
松永　宣史，須田　慎吾，畑中絵里子，池田　寿昭，
上野　琢也，奥山　　清

III.　学術刊行物
A1. 薬局で知っておきたい外来注射の知
識

都薬雑誌 37（8）：12-16, 
2015

磯貝　博之

B1. “二言三言”同窓会 薬 事 新 報 2871：15-16, 
2015

奥山　　清

2. “二言三言”危険ドラッグ 薬 事 新 報 2875：15-16, 
2015

奥山　　清

3. “二言三言”驚き 薬 事 新 報 2880：15-16, 
2015

奥山　　清

4. “二言三言”サイレン 薬 事 新 報 2883：31-32, 
2015

奥山　　清

5. “二言三言”免許 薬 事 新 報 2888：15-16, 
2015

奥山　　清

6. “二言三言”不公平 薬 事 新 報 2894：15-16, 
2015

奥山　　清

7. “二言三言”レプリカ 薬 事 新 報 2896：35-36, 
2015

奥山　　清

8. “二言三言”レコード盤 薬 事 新 報 2901：15-16, 
2015

奥山　　清

9. “二言三言”医薬分業 薬 事 新 報 2905：15-16, 
2015

奥山　　清

10. “二言三言”リスクマネージメント 薬 事 新 報 2909：15-16, 
2015

奥山　　清
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11. “二言三言”進化 薬 事 新 報 2914：15-16, 
2015

奥山　　清

12. “医療を考える”高価い　たかぁ～い　
お薬

薬事新報 2918：3, 2015 奥山　　清

13. “二言三言”プライバシー 薬事新報 2920：15, 2015 奥山　　清
14. “二言三言”いたずら 薬 事 新 報 2923：15-16, 

2015
奥山　　清

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 東京 NST専門療法士連絡会の過去
（守）現在（破）未来（離）

第 7回日本静脈経腸栄養
学会首都圏支部会学術集
会（2015.5.9）横浜

高坂　　聡，奥山　裕子*，鷲澤　尚宏*

2. 糖尿病治療薬 第 30回「西東京糖尿病
療養指導・臨床検査研究
会」（2015.11.3）立川

高坂　　聡

3.「初めての腎臓病薬物療法 ～どう考え
て，どんな勉強をする ?～」

第 35回東京腎と薬剤研
究会（2015.11.19）新宿

高坂　　聡

B1. 当院における薬剤師による褥瘡回診
への取り組み

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.2）つくば

廣瀬　香織，奥山　　清，ほか 6名

2. 手術予定で入院となる患者のリスク
回避へ向けた薬剤師の貢献

日本病院薬剤師会関東ブ
ロック第 45回学術大会
（2015.8.2）つくば

虎石　竜典，川辺千苗美，高尾　慶太，森田　美穂，
佐野　智恵，石塚久仁子，峰島　宏枝，奥山　　清

3. 新たな軟膏剤の分類～機能性添加剤
の役割について～

第 17回日本褥瘡学会学
術集会（2015.8.28）仙台

笹津　備尚*，関根　祐介，入澤　亮吉，廣瀬　香織，
松本和佳奈*，奥山　　清

4. 外来化学療法における薬剤師の業務
展開

東京医科大学 3キャンパ
ス　がん薬物療法研究会
（2015.9.5）新宿

吉元　公一

5. タクロリムス徐放性製剤との相互作
用が疑われた生体腎移植の 1症例

第 51回日本移植学会総
会（2015.10.2）熊本

虎石　竜典，竹内　裕紀*，富田　晃一，ほか 10名

6. 質疑応答記録の分析による緩和ケア
に関する情報の探索

第 9回日本緩和医療薬学
会（2015.10.5）横浜

輿石　　徹，片上由希子，奥山　　清

7. 膵頭十二指腸切除後早期に発症した
脂肪肝の一例

第 5回侵襲と栄養研究会
（2015.11.13）新宿

高坂　　聡，吉川　憲子，関　　徹也，青木　昭子，
奥山　　清，河地　茂行，池田　寿昭

8. 院内製剤であるハチアズレ・プロマッ
ク D・キシロカイン含嗽液の化学・放
射線療法による口内炎に対する有用
性に関する検討

第 25回日本医療薬学会
年会（2015.11.21）横浜

吉元　公一，峰島　宏枝，輿石　　徹，塚原　清彰，
小川　恭生，奥山　　清

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. がんの個性を見極めて効率的に治療
する～抗がん剤治療の歴史を変える
がん遺伝子による個別化医療～

八王子薬剤センター「わ
たしの健康とくすり」
（2015.3.1）八王子

吉元　公一

2.「分子標的薬」とはなんですか。 東京医科大学八王子医療
センター「みどりの丘」
（2015.4.1）八王子

吉元　公一
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中 央 検 査 部

【教育】
「到 達 目 標」　専門的知識を活かし，臨床的な検査値の読み方ができるようにする。R-CPCの実施。
「現 状 説 明」　短期，中長期計画目標を作成し実施する。検査部内で勉強会を開催している。
「点検・評価」　勉強会終了時に理解度の確認が出きるようにアンケートを実施し，次回以降の参考とする。勉強会の参加率を公

表し，積極的に参加するよう呼びかけている。
「改 善 方 策」　認定資格を得る事を推奨している。
【研究】
「到 達 目 標」　研究会や学会発表に積極的に取り組み，知識とモチベーションの向上を目指す。
「現 状 説 明」　各セクションの自主性に任せている。
「点検・評価」　部全体の活動を把握出来るような報告会を催す。
「改 善 方 策」　中央検査部学術委員会を発足し，多くの技師が発表できるよう経験者がサポートする。
【診療】
「到 達 目 標」　外来患者の採血待ち及び診察前検査の時間短縮。生理検査部門における診療協力枠（予約外対応）の拡大。
「現 状 説 明」　採血から報告まで，1時間以内対応。
　　　　　　　検体系では一元化を進め 1人 2セクションの業務が出来るように準備を進めている。
「点検・評価」　採血室の混雑時のフォロー体制が出来るようになった。
「改 善 方 策」　検体系の一元化，採血室人員の確保，採血管統合。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　東京都臨床検査技師会に参加し，臨床検査の普及啓発を行い人々の健康推進，医療，公衆衛生の向上に努める。
　　　　　　　西東京臨床糖尿病研究会を通じて地域連携に参画する。院内 AED教育の推進。DMAT活動の推進。
「現 状 説 明」　院内糖尿病指導の人員を増やした。多摩地域の輸血検査研修会を年 1回開催。
　　　　　　　看護フェスタ等の健康まつりに参加し普及活動をしている。
「点検・評価」　糖尿病療養指導にあたり，個人差が出ないようにマニュアルを作成しチェック項目で点検をしている。
「改 善 方 策」　各種学会，技師会に参画するよう推進する。

II.　学術論文
A1. 非浸潤性乳管癌における超音波エラ
ストグラフィ所見と病理組織画像の
定量的検討

超音波医学 46（6）：687-

694, 2015
野竹　文章，樋口　清孝，林　　光弘，芹沢　博美

D1. 東京医科大学八王子医療センター超
音波室の現状　－技師と医師の連携
による診断の向上を目指して－

乳腺甲状腺超音波医学 4
（3）：8-10, 2015

野竹　文章，塚原　清彰，佐久間敦子，永吉眞智子，
新田　忠広，藤原　邦夫，林　　盛人，小泉　　清

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. とことん悩みを解決しよう不整脈　
ホルター心電図（第 1回）見てみたい，
聞いてみたい the discussion

東京都臨床検査技師会　
生 理 検 査 研 究 班
（2015.1.31）東京

鍵谷　文彦

2. とことん悩みを解決しよう不整脈　
ホルター心電図（第 2回）ラダーグラ
ムを用いて不整脈判読のコツ

東京都臨床検査技師会　
生 理 検 査 研 究 班
（2015.3.7）東京

鍵谷　文彦

3. 疾患の理解を深めよう　増えていく
心房細動　今さら聞けない事から最
新治療まで

東京都臨床検査技師会　
生 理 検 査 研 究 班
（2015.4.28）東京

鍵谷　文彦

4. エラストグラフィによる乳癌の乳管
内進展の検討（非浸潤性乳管癌のエラ
ストグラフィ所見を参考として）

第 34回日本乳腺甲状腺
超音波医学会学術集会
（2015.5.23-24）東京

野竹　文章，佐久間敦子，永吉眞智子，新田　忠弘，
岡田　真弓，林　　光弘，芹沢　博美
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5. 輸血検査技師リフレシャーコース　
さぁ困った，こんな時どうする ?

第 63回日本・輸血細胞
治療学会総会（2015.5.28-

30）東京

関戸　啓子

6. 基礎から学ぶ生理機能検査実技講習
会　緊急時の対応

東京都臨床検査技師会　
生 理 検 査 研 究 班
（2015.6.7）東京

鍵谷　文彦

7. AMI Video Live Cases 徹底解説 TOPIC-Tokyo Percutane-
ous Intervention　Confer-
ence（2015.7.9-11） 東京

鍵谷　文彦

8. FFR iFR について Metoropolitan Co-medical 
Cardiology Meeting第 26
回（2015.9.12）東京

鍵谷　文彦

9. 中央検査部門から見た頭頸部超音波
診断のピットフォール

日本超音波医学会　第
27回関東甲信越地方会
学術集会（2015.11.14-15）
東京

野竹　文章，塚原　清彰，佐久間敦子，小山　正晴

B1. 中核病院でのてんかん診療の取り組
み

全国てんかんセンター協
議 会 総 会 2 0 1 5
（2015.2.14）東京

大友　　舞，小林　千穗，原田かおり，鎌倉俊太郎，
坂下　圭史，中川　淳子，脇田　由香，小山　正晴，
須永　茂樹，神保　洋之，池田　幸穂

2. 保険点数改定による door to balloon 
time（DTBT）の推移

第 46回日本心血管イン
ターベンション治療学会　
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.5.9）東京

谷中　洋平，津田　卓也，坂下　圭史，鍵谷　文彦，
小山　正晴，小林　　裕，田中　信大

3. てんかん専門医着任による脳波検査
体制の変化

第 64回日本医学検査学
会（2015.5.16-17）福岡

脇田　由香，原田かおり，大友　　舞，中川　淳子，
小山　正晴，須永　茂樹

4. MostGraph-01による小児呼吸抵抗測
定条件の検討

第 64回日本医学検査学
会（2015.5.16-17）福岡

中川　淳子，小林　千穂，原田かおり，大友　　舞，
塚越　　進，脇田　由香，小山　正晴

5. 積水タクロリムス測定試薬（仮）の基
礎的検討

第 64回日本医学検査学
会（2015.5.16-17）福岡

望月　健司，小山　正晴，浅海　隆司，竹内　慶太，
磯野　　敦

6. 温式自己抗体陽性者での同種抗体の
検出と適合血の選択方法について

第 63回日本・輸血細胞
治療学会総会（2015.5.28-

30）東京

鎌倉　丈紘，田中　陽子，嘉成　孝志，関戸　啓子，
鈴木　　実，伊藤　利一，田中　朝志

7. 当院の輸血副作用報告の変遷 第 63回日本・輸血細胞
治療学会総会（2015.5.28-

30）東京

嘉成　孝志，鎌倉　丈紘，田中　陽子，関戸　啓子，
鈴木　　実，伊藤　利一，田中　朝志

8. 薬剤負荷試験がてんかんと QT延長症
候群の鑑別に有用であった一例

第 35回日本ホルター・
ノンインベイシブ心電学
研究会（2015.6.13）東京

津田　卓也，谷中　洋平，坂下　圭史，舟久保洋行，
村上　秀崇，鍵谷　文彦，小山　正晴，里見　和浩

9. 側頭葉てんかんの脳波検査で頬骨弓
直上頭皮電極が診断に有用であった
一例

第 9回日本てんかん学会　
関 東 甲 信 越 地 方 会
（2015.6.13）東京

小林　千穂，原田かおり，鎌倉俊太郎，坂下　圭史，
大友　　舞，中川　淳子，脇田　由香，小山　正晴，
須永　茂樹

10.「思い込み」を再認識させられた心筋
梗塞の一例

第 24回日本心血管イン
ターベンション治療学会
（2015.7.30-8.1）福岡

津田　卓也，小林　　裕，谷中　洋平，坂下　圭史，
鍵谷　文彦，喜納　峰子，小山　正晴

11. 東洋紡ダイヤカラー CO2の基礎的検
討

日本臨床検査自動化化学
会第 47回大会
（2015.10.8-10）横浜

磯野　　敦，浅海　隆司，竹内　慶太，小山　正晴

12. Dimensionタクロリムス測定用試薬改
良品の基礎的検討

日本臨床検査自動化化学
会第 47回大会
（2015.10.8-10）横浜

浅海　隆司，小山　正晴
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13. 左房隔離後に非肺静脈起源心房頻拍
が同定された持続性心房細動の 1例

カテーテルアブレーショ
ン関連秋期大会 2015
（2015.10.15-17）福島

坂下　圭史，里見　和浩，谷中　洋平，津田　卓也，
鍵谷　文彦，小山　正晴，寺澤　無量，角田　泰彦

14. FFR（最大充血時圧較差）と iFR（安
静時圧較差）が乖離した一症例

complex cardiovascular 
t h e r a p e u t i c s  2 0 1 5
（2015.10.29）神戸

鍵谷　文彦，坂下　圭史，津田　卓也，谷中　洋平，
小山　正晴，外間　洋平，田中　信大

15. 当院に於ける 5年間のMRSAの動向 第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

川口　　悟，那須　　豊，神田　裕介，保坂　繭子，
田村友吏子

16. 当院における採血トレーニングに対
する意識調査について

第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

田村友吏子，竹内　慶太，小林　千穂，磯野　　敦，
谷中　洋平，秋山　恭美，田中　優太，小山　正晴

17. 尿沈渣にウイルス感染細胞が出現し
た症例

第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

嘉成　真澄，望月　健司，梶　　明香，小山　正晴

18. 頻拍による心機能低下が示唆され心
筋焼灼術（ABL）に成功した一例

第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

津田　卓也，谷中　洋平，坂下　圭史，鍵谷　文彦，
小山　正晴，里見　和浩

19. 東京医科大学八王子医療センター超
音波検査室の現状

第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

野竹　文章，佐久間敦子，永吉眞智子，新田　忠弘，
藤原　邦夫，河上　悦子，小山　正晴

20. 非浸潤性乳管癌における癌細胞密度
と RTE所見の検討

第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

野竹　文章，佐久間敦子，永吉眞智子，新田　忠弘，
藤原　邦夫，河上　悦子，小山　正晴

21. セロテックMg-Lの基礎的検討 第 11回東京都医学検査
学会（2015.11.1）東京

秋山　恭美，浅海　隆司，磯野　　敦，小山　正晴

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. 東京都臨床検査技師会生理検査研究
班　講師

基礎から学ぶ生理機能検
査　心電図実技講習
（2015.6.7）東京

鍵谷　文彦

2. 医療連携強化事業補助講座　実務委
員

第 7回多摩輸血実践セミ
ナー（2015.11.7）東京

田中　裕太，鎌倉　丈紘，嘉成　孝志，関戸　啓子，
上原　　和，田中　朝志

3. 東京都臨床検査技師会東支部学術研
修会　講師

イムノアッセイの基礎と
梅 毒 に つ い て
（2016.11.20）東京

古木　重和

放 射 線 部

【教育】
「到 達 目 標」　診療放射線技師の教育の一環として，全ての技師のラウンドを通して偏りのないバランスの良い技術者を育成す

る。
「現 状 説 明」　これまでの各部門内（診断・放射線治療・核医学）でのラウンドから，部門を越えたラウンドを開始し，教育を

進めている。
「点検・評価」　一定レベルの平準化は保たれている。依然として，全体のレベルアップを目指すものの，実務・教育・環境・意

識のバランスを整えることに苦慮している。
「改 善 方 策」　引き続き，教育環境を整備すると伴に，自主的にも技術・知識の向上に取り組む意識が育むよう指導する。
「目標・改善方策の達成度」　技師のラウンドは概ね計画通り実施され，次のステップに移行を開始した。レベルの底上げは苦慮

するところではあるが，実務的観点からは過去と比べ大きく前進できている。
【研究】
「到 達 目 標」　研究活動の積極的参加を促進する。
「現 状 説 明」　学会等参加の年間計画を立案計画して出席をしている。
「点検・評価」　全体を通して教育研究費を十分に活用している。
「改 善 方 策」　各担当責任者を通じて年間目標を明確にして活動させる。
「目標・改善方策の達成度」　研究活動も徐々に増えつつあり，年間目標を明確にすることも定着してきている。
【診療】
「到 達 目 標」　中央診療部門の 1部門として，診療に必要な情報・技術を高いレベルで提供する。
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「現 状 説 明」　診療に必要な情報・技術を高いレベルで提供するためには，教育と設備環境をバランスよく整える必要があり，
どちらも先進的とまでは言い難い。

「点検・評価」　教育については別項に記載の通りであり，設備環境は多くの設備・機器が更新時期を控えている。
「改 善 方 策」　設備環境は診療に必要な情報・技術のニーズに経営的視点も織り交ぜて粛々と更新を進め，新たな設備環境を最

大限有用に活用できるよう教育を充実する。
「目標・改善方策の達成度」　以前の目標が概ね達成できたことによる今後の目標変更。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　医療における放射線の必要性を認知してもらう。
「現 状 説 明」　院内の研究会及び市民医学公開講座を行っている。
「点検・評価」　広報の手段が今一つであり，認知度が低い。
「改 善 方 策」　普段からホームページ等を通じて広報活動を行う。
「目標・改善方策の達成度」　医療放射線被ばく等の資料作成の構想はあるものの，捗っていないのが現状である。

I.　著書
1. 血管画像技術完全ガイドブック
（頭頚部・胸部・腹部・四肢）

医 療 科 学 社，108-115, 
2015

加藤　京一，藤村　耕平

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 心筋 T1 mappingを用いた Extracellular 

volume計測の精度向上の試み
第 63回日本心臓病学会
学術集会（2015.9.20）神
奈川

鈴木　儀典

2. 当施設における心筋 T1 mappingを用
いた Extracellular volume計測

第 43回日本放射線技術
学会　秋季学術大会
（2015.10.8）石川

鈴木　儀典

B1. 冠動脈 CTを用いたプラーク解析にお
けるブルーミングアーチファクト補
正の検討

第 71回日本放射線技術
学会　総会学術大会
（2015.4.16）神奈川

藤村　耕平

2. アンガー型ガンマカメラにおける心
筋血流の定量評価

第 49回多摩核医学技術
検討会（2015.10.6）東京

武石　和弥

3. 頭部 CTAにおける希釈造影剤を用い
た低電圧タイミングテスト撮影の有
用性について

第 43回日本放射線技術
学会　秋季学術大会
（2015.10.9）石川

南里　博克

4. マンモグラフィーを軸とした症例検
討

東放技 13地区　多摩放
射線技師連合会合同研修
会（2015.10.30）東京

松野　仁美

5. 当院における心臓 CTについて 第 21回多摩医用デジタ
ル 研 究 会（2015.11.10）
東京

白石　佑太

6. 頭部 CBCTの基礎 第 320回定例会　循環器
画 像 技 術 研 究 会
（2015.12.5）東京

藤村　耕平

臨 床 工 学 部

【教育】
「到 達 目 標」　新規スタッフが当直・オンコール対応可能になるように早期育成に努める。
「現 状 説 明」　全体的なローテートが遅れている。
「点検・評価」　業務レベルの統一が不十分であるため，ローテートが進まない。
「改 善 方 策」　出来るだけ短期間での業務習得の為に，習得状況を見極め，各々のレベルに応じた指導に努める。
「目標・改善方策の達成度」　30%程度達成していると思われるが，早期習得は比較的困難であったため，現状維持にとどまった。
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【研究】
「到 達 目 標」　各部門でテーマ・目標に向かって取り組み，学会発表出来るように努力する。
「現 状 説 明」　学会への参加は増加したが，発表までには至っていない。
「点検・評価」　テーマに対する研究と日常業務を両立できていない。
「改 善 方 策」　学会研究会の抄録集や勉強会の資料などを共有し，積極的に学会・勉強会で発表できるよう促す。
「目標・改善方策の達成度」　20%程度の達成にとどまり，学会等へ参加する環境が整ったものの発表数は増加していない。

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 臨床実習指導者と臨床実習指導ガイ
ドライン

第 25回日本臨床工学会
（2015.5.23）福岡

栗原真由美

B1. Follow up時に得られる診断データか
ら得られた情報を活用した Sensitivity
設定

第 7回植込みデバイス関
連冬季大会（2015.2.21）
東京

村上　秀崇，舟久保洋行，畑谷　重人，池田　寿昭，
寺澤　無量，角田　康彦，髙橋　聡介，渡邉　圭介，
里見　和浩

2. バイポーラ電気メス安全使用のため
の調査 E-ME’s（イーメス）ネット多
摩活動経過報告

第 25回日本臨床工学会
（2015.5.23）福岡

若林　玲央，丹木　義和，梶原　吉春，村野　祐司，
亜厂　耕介，小沼　健人

3. 当センターにおける高気圧酸素治療
の現況

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.29）東京

若林　玲央，畑谷　重人，杉原　英司，丹木　義和，
村上　秀崇，山下　忠邦，舟久保洋行，本間　透修，
梅田太一朗，鈴木　敦子，坂川　裕規，齋藤　拓也，
髙橋　正矩，栗原真由美，池田　寿昭

V.　学術関連広報活動およびその他
B1. フィジカルアセスメント　ME機器に
ついて

八王子市立看護専門学校
（2015.7.16）東京

丹木　義和

2. 透析療法について 八王子市立看護専門学校
（2015.9.14）東京

杉原　英司

栄 養 管 理 科

【教育】
「到 達 目 標」　多岐に渡る疾患に対して，適切に栄養管理を行うために，自己研鑽を怠らず，後輩の育成に努め，専門性を高め

る資格の修得を積極的に支援する。また，他職種に対しても，栄養に関する知識を深めるための活動を行う。
「現 状 説 明」　栄養管理計画は病棟担当制ではあるが，人員不足のため複数の病棟を担当している。様々な病態に柔軟に対応で

きるためには，各専門分野に関するより幅広い知識の構築が必要であり，各々の分野への学会や研修会等への参
加を積極的に行っている。

「点検・評価」　研修参加件数は年間 81件で前年と同等であった。院内での栄養に関する他職種への勉強会やレクチャーなど積
極的に行った。また，2015年は，新たに病態栄養学会認定管理栄養士を 1名取得した。

「改 善 方 策」　セミナーや研修会にて情報収集を小まめに行い，科内で情報を共有していく。各病棟での栄養に関する勉強会の
開催を目指す。各々の専門的分野に対して，学会やセミナー等へより積極的に参加しやすいサポート体制も整え
ていきたい。

「目標・改善方策の達成度」　週 1回の研修参加を目標とすると年間 50件の目標に対し，162%の達成率であった。
【研究】
「到 達 目 標」　患者により一層，臨床経験を踏まえたエビデンスを基にした栄養相談・栄養管理が行えるように日々研究を行う。
「現 状 説 明」　各自，年に 1回は学会等での研究発表を行うことを目標としているが，自己の研究テーマに基づいた継続的な発

表が出来ていない現状がある。
「点検・評価」　2015年は年 1回以上の発表をした者が 1名（14%）と非常に目標達成率が低かった。
「改 善 方 策」　日頃から学会誌や文献等に目を通すよう努力し，臨床経験を鑑みながら自己の研究テーマを模索する。各々の研

究テーマを広げるために，長期的な視野に立った研究についてテーマを定め報告を行う。テーマに関しては，他
科や他施設との共同も含めて取り組んでいきたい。

「目標・改善方策の達成度」　筆頭演者として一人年間 1回以上の学会発表を行うことは達成できなかったが，筆頭演者 1件，共
同演者 7件の学会発表を行った。
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【診療】
「到 達 目 標」　栄養管理計画を充実させ，個々の患者に見合った適切な栄養管理を行う。また，更に複雑な栄養管理が必要な患

者に対しては NST依頼を行い，専門的チーム医療による栄養状態の改善を図る。
「現 状 説 明」　栄養管理計画の作成件数は 2012年度 1,732件，2,013年度 3,712件，2014年度 4,351件，2015年度 4,804件と年々

増加してきている。NST加算の算定件数は 2015年度 637件と前年と同等であった。
「点検・評価」　栄養管理計画の作成件数の増加は，2014年 6月電子カルテシステム，2015年 2月部門システムが導入されたこ

とによる手順が簡易化されたこともあるが，病棟での栄養カンファレンスへの参加や，管理栄養士の介入による
食事摂取状況の向上や栄養教育への期待が高まってきていることも要因と考える。

「改 善 方 策」　特別な栄養管理が必要な患者に対し，さらに病棟と密に連携し，栄養状態を経過的に管理し易い体制にする。ま
た，NST回診をより効率化するために，病棟単位でのカンファレンスが行えるよう，医師・コメディカルの専
任者を増やす等の準備を進めている。

「目標・改善方策の達成度」　栄養管理計画作成件数増加に伴い，入院栄養指導件数が，前年，前々年度比 1.2倍と増加している。
NSTに関しては，2013年度に回診件数が大幅に増加し，2015年度も維持されている。算定率は 2014年度 86.9%
に対し，2015年度は 98.8%まで上昇している。

【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域に貢献できる栄養教育を担えるよう活動を広げる。
「現 状 説 明」　糖尿病・内分泌・代謝内科と連携し，糖尿病患者会 “ぎんなんの会”の事務局として，定期的に講習会の開催や

会誌の作成，会の役員からの意見の取りまとめなどを行っている。また，腎臓内科と共同し年 4回開催している
腎臓病教室では，医療連携室が協力して八王子近隣の医療施設に案内を送付し参加者を募っている。2015年か
ら開始した “がんサロン”においても，ファシリテーターとして参加している。

「点検・評価」　“ぎんなんの会”では，役員人事の交代による若返り化を図った。腎臓病教室は，年間計画を多職種で立て，教
室の開催前後で内容の摺合せや反省会を適時行い，計画的に運営している。参加者人数は，2013年度計 144人，
2014年度計 245人，2015年度計 184人と前年と比較しやや減少がみられた。

「改 善 方 策」　腎臓病教室では事後アンケートの意見等も参考にし，常時ブラッシュアップを行う。また，12月開催時の参加
者が少なかったことより，開催時期も考慮し参加しやすい体制を整える。今後も様々な分野で効果的な栄養教育
を行うことで，地域に貢献できるよう活動の場を広げて行きたい。

「目標・改善方策の達成度」　地域間での広報活動は 2015年は 19件あり，八王子市の中核病院の管理栄養士としての活動の場が
増えてきている。

III.　学術刊行物
A1. 季節の素材をおいしく！健康クッキ
ング

スマイル 2015 年春号
（2015.3月発行　通（122））

深谷　祥子，永田　美和，金子　正樹，池田　寿昭，
吉川　憲子，吉田　雅治

2. 季節の素材をおいしく！健康クッキ
ング

スマイル 2015 年夏号
（2015.6月発行　通（123））

深谷　祥子，古畑　英吾，姉崎　　騰，池田　寿昭，
吉川　憲子，吉田　雅治

3. 季節の素材をおいしく！健康クッキ
ング

スマイル 2015 年秋号
（2015.9月発行　通（124））

深谷　祥子，和田　　茜，宮澤　　克，池田　寿昭，
吉川　憲子，吉田　雅治

4. 季節の素材をおいしく！健康クッキ
ング

スマイル 2015 年冬号
（2015.12 月 発 行　 通
（125））

深谷　祥子，堀切理恵子，金子　正樹，池田　寿昭，
吉川　憲子，吉田　雅治

5. 脂にまつわるおいしい話
パスタ料理で，味覚の秋を満喫しよ
う！

EMPATHY NEWS　LET-
TER 12　塩野義製薬㈱
発行

深谷　祥子

IV.　学会および研究会発表
国内学会
B1. 糖尿病劇場－普段の療養支援の一面
から－ワークショップの効果，劇中
ワークショップから

第 18回日本病態栄養学
会 年 次 学 術 集 会
（2015.1.11）京都，病態
栄 養 18（supplement）：
S-135, 2015

山口ゆり子*，原　　純也*，永田　美和，渡部　一美*，
松本　麻里*，塚本　洋子*，深澤　幸子*，深谷　祥子，
森田　　巧*，石川　祐一*，西村　一弘*，渡辺　啓子*，
中川　幸恵*，藤井　文子*，大橋　　健*，朝比奈崇介*
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座談会タイトル等
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第 74巻 特別号東 京 医 科 大 学 雑 誌730S

2. 西東京地域における糖尿病患者に対
する災害医療構築に向けた取り組み

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山 口， 糖 尿 病 58
（Suppl.1）：S-201, 2015

西村　一弘*，小林　庸子*，豊島　麻美*，横内　砂織*，
菅原加奈美*，森　　貴幸*，冨永　晴郎*，長島　香織*，
和田　　茜，北村　竜一*，関口　芳弘*，大野　　敦，
長谷川美紀*，辻野　元祥*，矢島　　賢*，菅野　一男*，
植木　彬夫，宮川　高一*，貴田岡正史*

3. 糖尿病災害医療対策プロジェクトの
活動経過～「糖尿病災害時サバイバル
マニュアル」を用いた災害対策セミ
ナーの意識調査～

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山 口， 糖 尿 病 58
（Suppl.1）：S-201, 2015

菅原加奈美*，西村　一弘*，小林　庸子*，豊島　麻美*，
横内　砂織*，森　　貴幸*，冨永　晴郎*，長島　香織*，
和田　　茜，北村　竜一*，関口　芳弘*，住友　秀孝*，
大野　　敦，長谷川美紀*，辻野　元祥*，矢島　　賢*，
菅野　一男*，植木　彬夫，宮川　高一*，貴田岡正史*

4. 多摩地域における「なぜ糖尿病患者さ
んは糖質制限にはしるのか ?」ワーク
ショップ第 1報～事前アンケート集
計～

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山 口， 糖 尿 病 58
（Suppl.1）：S-219, 2015

永田　美和，深谷　祥子，布川かおる*，山崎　　浩*，
藤村　仁美*，岩田　　薫*，渡邊　祐子*，宮川　高一*，
川越　宣明*，中西里永子*，杉山　　徹*，鈴木　洋介*，
住友　秀孝*，関口　芳弘*，藤井　仁美*，松下　隆哉，
宮城　調司*，矢島　　賢*，吉田　敦行*，大野　　敦，
植木　彬夫，貴田岡正史*

5. 多摩地域における「なぜ糖尿病患者さ
んは糖質制限にはしるのか ?」ワーク
ショップ第 2報～ワークショップの実
際～

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.21）
山 口， 糖 尿 病 58
（Suppl.1）：S-220, 2015

藤村　仁美*，永田　美和，深谷　祥子，布川かおる*，
山崎　　浩*，岩田　　薫*，渡邊　祐子*，宮川　高一*，
鈴木　洋介*，藤井　仁美*，松下　隆哉，宮城　調司*，
矢島　　賢*，住友　秀孝*，大野　　敦，植木　彬夫，
貴田岡正史*

6. 糖尿病災害医療対策プロジェクトの
活動経過～「糖尿病災害時サバイバル
マニュアル」と「糖尿病災害医療マ
ニュアル」の普及活動

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山 口， 糖 尿 病 58
（Suppl.1）：S-249, 2015

冨永　晴郎*，西村　一弘*，小林　庸子*，豊島　麻美*，
横内　砂織*，菅原加奈美*，森　　貴幸*，長島　香織*，
和田　　茜，北村　竜一*，関口　芳弘*，住友　秀孝*，
大野　　敦，長谷川美紀*，辻野　元祥*，矢島　　賢*，
菅野　一男*，植木　彬夫，宮川　高一*，貴田岡正史*

7. 糖尿病運動療法指導者育成のための
セミナー 2014の報告

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山 口， 糖 尿 病 58
（Suppl.1）：S-349, 2015

青木　慶司*，永田　美和，天川　淑宏，小池日登美*，
井上　　岳*，西村　一弘*，原　　純也*，藤原　恵子*，
鈴木　順子*，松本　麻里*，深谷　祥子，脇田　由香，
渡部　一美*，高橋　大悟*，高瀬　慎輔*，山口　奈津*，
貴田岡正史*，植木　彬夫

8. 地域における糖尿病運動療法指導者
育成のためのセミナー～7年間を振り
返ってみて～

第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.22）
山 口， 糖 尿 病 58
（Suppl.1）：S-350, 2015

高橋　大悟*，天川　淑宏，小池日登美*，井上　　岳*，
西村　一弘*，原　　純也*，藤原　恵子*，鈴木　順子*，
松本　麻里*，深谷　祥子，青木　慶司*，脇田　由香，
渡部　一美*，永田　美和，高瀬　慎輔*，山口　奈津*，
貴田岡正史*，植木　彬夫

V.　学術関連広報活動およびその他
B1.「寒天の効用を知り，料理での活用法
について学ぶ」・役員

平成 26年度 八王子病院
栄養研究会 調理講習会
（2015.1.15）東京

永田　美和

2. 患者さんが陥りがちな低糖質制限の
実態・講師

東京臨床糖尿病医会　第
146 回 例 会（2015.2.14）
東京

深谷　祥子

3.「大豆たん白の栄養価値と補完医療と
しての役割」・役員

平成 26年度 八王子病院
栄養研究会 後期勉強会
（2015.2.19）東京

永田　美和

4.「糖尿病眼劇場～先生，私の眼，また
見えるようになりますよね ?～」・ス
タッフ

第 20回日本糖尿病眼学
会総会（2015.3.7）東京

深谷　祥子，永田　美和
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5.「東日本大震災から 4年目を迎えて」・
役員

NPO法人　西東京臨床
糖尿病研究会　糖尿病災
害対策事業（2015.3.11）
東京

和田　　茜

6.「糖尿病劇場」・スタッフ 第 58回日本糖尿病学会
年次学術集会（2015.5.23）
山口

深谷　祥子，永田　美和

7.「腎臓を守ろう！明日からできる食事
療法 ?」・講師

第 2回上野原コメディカ
ル講演会（2015.6.2）山
梨

永田　美和

8.「第 12回病態栄養研修会」・総合司会 平成 27年度西東京臨床
糖尿病療養指導プログラ
ム（CDEJ1群）（2015.7.5）
東京

深谷　祥子，永田　美和

9. ワンポイントエクササイズ①・講師 第 9回西東京糖尿病運動
指導スキルアップセミ
ナー（2015.7.12）東京

永田　美和

10. 講義 4「指導上の注意点（メディカル
チェク）」・講師

第 9回西東京糖尿病運動
指導スキルアップセミ
ナー（2015.7.12）東京

深谷　祥子

11. 関東栄養カンファレンス・世話人 関東栄養カンファレンス
第 4 回 学 術 集 会
（2015.7.25）東京

関　　徹也

12.「大震災・災害と糖尿病患者～ネパー
ル地震から学ぶこと～」・役員

NPO法人　西東京臨床
糖尿病研究会　糖尿病災
害対策事業（2015.9.6）
東京

和田　　茜

13.「食事療法」・講師 第 16回西東京糖尿病療
養 指 導 士 養 成 講 座
（2015.9.30）東京

深谷　祥子，永田　美和

14. 新多摩栄養サポート研究会・世話人 第 1回新多摩栄養サポー
ト 研 究 会（2015.10.28）
東京

関　　徹也

15. 分科会①糖尿病はじめてコース～人
生を変える糖尿病療養指導～・世話人

第 19回糖尿病療養担当
者のためのセミナー
（2015.11.3）東京

和田　　茜

16. カンミの知らない世界～来てみて食
べて代替甘味料を知り尽くしません
か～・世話人

第 20回糖尿病療養担当
者のためのセミナー
（2015.11.3）東京

深谷　祥子，永田　美和

17. MeT3・NST研究会・世話人 第 17 回 MeT3・NST 研
究会（2015.11.7）東京

関　　徹也

18.「日頃の疑問を解決してみません
か ?」・コメンテーター

第 36 回東糖協多摩ブ
ロ ッ ク 糖 尿 病 教 室
（2015.12.12）東京

古畑　英吾

19. ケーススタディ 1　糖尿病の診断，治
療目的と治療法の選択・講師

日本糖尿病療養指導士認
定機構　第 13回認定更
新 者 用 講 習 会
（2015.12.19）東京

深谷　祥子
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看 護 部

【教育】
「到 達 目 標」　自主自学の精神を基に，専門職業人として看護の質を高め，自律した看護師を育成する。
「現 状 説 明」　クリニカルラダー I～IVの到達目標に合わせた集合研修および各部署の研修を企画している。また，e-ラーニン

グを活用し手順の周知を図るとともに，知識・技術の向上に活かしている。
「点検・評価」　約 50%の看護師がレベル III・IVに達している。また，ナーシング・スキルのアクセス数は増加してきている。

クリニカルラダーレベル I・IIのフィジカルアセスメント能力の向上が課題である。
「改 善 方 策」　集合教育および各部署の研修にシミュレーション教育を活用することで，アセスメント能力の向上，体験学習に

よるスキルアップを図る。
【研究】
「到 達 目 標」　看護実践を研究的視点でとらえ，その結果を看護の質向上に活かす。
「現 状 説 明」　院外講師 2名に個別指導をお願いした。
「点検・評価」　 8演題の看護研究を発表した。また，クリニカルラダーレベル IVで行っている「看護実践と看護理論 II」と「教

育と指導」から事例を 2題，さらに外来での業務改善の 1例を発表し，看護実践の共有を図った。
「改 善 方 策」　看護研究にかかる文献検索，研究計画書の作成，統計学の基礎などの研修を企画していく。
【社会貢献】
「到 達 目 標」　地域看護職の看護の質向上と地域住民への医療情報提供に寄与する。
「現 状 説 明」　認定看護師による講習会等の参加呼びかけや地域の看護学生実習受け入れなど積極的に行った。また，いちょう

祭りに参加し，AED講習や血圧測定を行い地域住民との交流を図った。
「点検・評価」　いちょう祭りへは看護師 12名が参加し，AED講習，血圧測定を 173名に行い地域住民との交流を深めた。
「改 善 方 策」　当院の地域における役割を再認識し，さらなる活動の場を拡大する。

II.　学術論文
A1. 子どもの啼泣に対する母親の情動反
応と共感性

聖マリア学院大学紀要
6：27-28, 2015

松浦　幹恵，松原まなみ，平田　真由

III.　学術刊行物
B1. 酸素投与の「やってはいけない」エビ
デンスを知る

月刊ナーシング35（12）：
58-61,  学研，2015

萩　　亮介

2. Q43 気管支喘息患者の注意点を教えて
下さい

ナーシングケア Q and A 
54：93-94,  総合医学社，
2015

菊池　京子，石橋まゆみ，佐伯　智之

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. ICU・救命救急病棟における RASSの
導入と今後の課題

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.28-29）東京

萩　　亮介

B1. 入退院を繰り返す心不全患者の退院
指導と療養生活の実態

第 42回日本集中治療医
学会学術集会（2015.2.9）
東京

知名　定治，伊藤百合子

2. 患者の自己管理能力を高めるための
看護介入

全国てんかんセンター協
議 会 総 会 東 京 大 会
（2015.2.9）東京

中沢由香里，須永　茂樹，盛上　直美

3. クリティカル領域での緊急入院にお
ける看護師による家族介入の実際と
家族の認識との比較

第 32回東京医科大学八
王子医療センター看護研
究発表会（2015.2.28）

小高ちひろ

4. 子どもの入院に伴う家族の不安や心
配事に対する連絡ノートの有効性の
検討

第 32回東京医科大学八
王子医療センター看護研
究発表会（2015.2.28）

野口　早貴

16122039_04八王子.indd   732 2017/03/15   17:21:10



著者・論文・演題・学会賞名
座談会タイトル等

出版社・掲載誌・発表メディア
学会名・巻・頁・年月日・場所 著者・筆者・講演者・口演者・発言者・受賞者等

2017年 3月 東 京 医 科 大 学 学 術 業 績 集 733S

5. 再入院した心不全患者の療養生活の
実態

第 32回東京医科大学八
王子医療センター看護研
究発表会（2015.2.28）

知名　定治

6. 慢性呼吸器疾患のある患者の自宅退
院への退院支援，退院調整の現状

第 32回東京医科大学八
王子医療センター看護研
究発表会（2015.2.28）

岩本裕美子

7. 4時間以上の開腹手術を受けた術後一
日目患者の離床中断の実態とその影
響要因－安全な離床方法の検討－

第 32回東京医科大学八
王子医療センター看護研
究発表会（2015.2.28）

小林　慶子

8. 看取りの看護を体験した看護師の支
援方法の検討－感情体験とその対処
法を通して－

第 32回東京医科大学八
王子医療センター看護研
究発表会（2015.2.28）

清水　奈緒

9. 指導係りが抱える悩みや不安の現状 第 32回東京医科大学八
王子医療センター看護研
究発表会（2015.2.28）

鈴木　聡子

10. 育児中看護師の増加に伴う業務内容
の変化－育児中でない中堅看護師の
認識に基づく改善指針の検討－

第 32回東京医科大学八
王子医療センター看護研
究発表会（2015.2.28）

今井真奈美

11. 終末期患者の透析に関する医療者の
意識

第 60回日本透析医学会
（2015.6.26-28）横浜

猪股　晶子

12. 呼吸サポートチームに所属する認定
看護師の臨床判断に基づく医師との
協働的実践の明確化

第 11回日本クリティカ
ルケア看護学会学術集会
（2015.6.27-28）福岡

西田　沙織，黒田　裕子

13. クリティカル領域での緊急入院にお
ける看護師による家族介入の実際と
家族の認識との比較

第 24回日本集中治療医
学会関東甲信越地方会
（2015.8.28-29）東京

小高ちひろ

V.　学術関連広報活動およびその他
A1. 第 89回 HADNet講演会 第 8 9 回 H A D N e t

（2015.3.20）東京
大下　陽子

2. アドバンスレクチャー 第 12 回呼吸ケアカン
ファレンス（2015.4.18）
東京

小林　　望

3. 看護管理 八王子市立看護専門学校
（2015.4.28）東京

鳥羽　真弓

4. 看護倫理 八王子市立看護専門学校
（2015.5.1）東京

御手洗征子

5. ストーマケア ダンサックストーマケア
学術セミナー in 多摩
（2015.6.20）東京

土田　　学

6. 看護管理 東京都立南多摩看護専門
学校（2015.7.9）東京

鳥羽　真弓

7. 術直後からのストーマケア &スキン
ケア

コロプラスト・セミナー
多摩（2015.7.11）東京

土田　　学

8. 第 2回糖尿病楽習会講演会 第 2 回 糖 尿 病 楽 習 会
（2015.7.16）東京

大下　陽子

9. 看護管理 東京都立南多摩看護専門
学校（2015.7.17）東京

鳥羽　真弓

10. 慢性呼吸器疾患患者のケア 東京都看護協会研修
（2015.8.25）東京

小林　　望

11. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.9.18）東京

井上　由美
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12. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.9.18）東京

森屋知加子

13. 手術室におけるフィジカルアセスメ
ント

日本手術学会関東甲信越
地区認定看護師セミナー
（2015.9.19）東京

佐伯　智之

14. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.9.24）東京

池田　智美

15. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.9.24）東京

平久　奈美

16. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.9.25）東京

池田　智美

17. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.9.25）東京

豊里　友紀

18. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.9.28）東京

池田　智美

19. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.9.28）東京

森屋知加子

20. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.10.13）東京

井上　由美

21. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.10.13）東京

豊里　友紀

22. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.10.15）東京

井上　由美

23. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.10.15）東京

平久　奈美

24. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.10.16）東京

池田　智美

25. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.10.16）東京

森屋知加子

26. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.10.20）東京

池田　智美

27. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.10.20）東京

平久　奈美

28. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.11.9）東京

井上　由美

29. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.11.9）東京

豊里　友紀

30. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.11.10）東京

池田　智美

31. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.11.10）東京

森屋知加子

32. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.11.12）東京

井上　由美

33. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.11.12）東京

平久　奈美

34. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.11.13）東京

井上　由美

35. 薬学入門演習 II（車いす） 東京薬科大学薬学部
（2015.11.13）東京

豊里　友紀
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中央検査部（検体検査）

【診療】
「到 達 目 標」　施設基準の厳格な遵守。
「現 状 説 明」　施設基準充足のため，管理医の勤務状況の厳格な管理。
「点検・評価」　勤務実態の評価。
「改 善 方 策」　特にない。
「目標・改善方策の達成度」　達成以外に管理加算の算定は望めない。

II.　学術論文
B1. Pathology and molecular genetics of 

meningioma：Recent advanves
Neurologia medico-chirur-
gica 55：14-27, 2015
（IF=0.612）

Shibuya M

III.　学術刊行物
A1. グリオーマの遺伝子異常と病理分類
－最近の変化から－

メジカルビュー社，臨床
画像 31：1172-1179, 2015

澁谷　　誠

IV.　学会および研究会発表
国内学会
A1. 髄膜腫の病理と遺伝子異常 第 4回福岡脳腫瘍病理研

究会（2015.1.29）福岡
澁谷　　誠

2. 上衣腫の遺伝子異常と関連疾患の病
理像

第 48回ニューロオンコ
ロジーの会（2015.2.7）
東京

澁谷　　誠

3. 脳腫瘍の分子病理診断と次期WHO分
類への展望

第 104回日本病理学会総
会（2015.5.1）名古屋

澁谷　　誠

4. 脳腫瘍ミニレクチャー 第 23回多摩脳腫瘍研究
会（2015.5.16）三鷹

澁谷　　誠

5. 増殖能と発育様式を考慮した髄膜腫
手術

第 74回日本脳神経外科
学会（2015.10.14）札幌

糟谷　英俊*，谷　　　茂*，笹原　　篤*，萩原　信司*，
平沢　元浩*，黒井　康博*，新井　直幸*，高橋　祐一*，
前川　達哉*，稲塚万佑子*，恩田　英明*，澁谷　　誠

6. 上衣腫の病理学的再検討：病理診断の
標準化へ向けて

第 33回日本脳腫瘍学会
（2015.12.6）京都

佐々木　惇，平戸　純子*，廣瀬　隆則*，小森　隆司*，
澁谷　　誠，鈴木　博義*，田中　伸哉*，福岡　講平*，
金村　米博*，市村　幸一*，新井　　一*，西川　　亮*

B1. 心筋シンチグラフィで MIBG集積低
下を認めた多系統萎縮症の 67歳男性
剖検例

第 109回日本神経病理学
会関東地方会（2015.3.7）
東京

佐野　輝典*，塩谷　彩子*，西野　一三*，澁谷　　誠，
林　　功偉*，村田　美穂*，斎藤　祐子*

2. Cervico-medullary gangliogliomaの 1例 第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.30）高松

福原　宏和，秋元　治朗，市川　　恵，長井　健太，
須田　智裕，深見真二郎，河野　道宏，澁谷　　誠

3. Olfactory ensheathing cell tumorの 1例 第 33回日本脳腫瘍病理
学会（2015.5.30）高松

三木俊一郎*，松田　真秀*，坂本　規彰*，阿久津博義*，
石川　栄一*，澁谷　　誠，松村　　明*

4. 明かな wearing-off および dopa反応性
の嚥下障害を呈し臨床上パーキンソ
ン病と診断されていた 73歳男性剖検
例

第 110回日本神経病理学
会関東地方会（2015.7.4）
東京

佐野　輝典*，古澤　嘉彦*，横山　幸太*，佐藤　典子*，
澁谷　　誠，村田　美穂*，斎藤　祐子*

5. てんかん発作を呈した小児右頭頂様
内側腫瘍の 1例

第 111回日本神経病理学
会 関 東 地 方 会
（2015.12.26）東京

澁谷　　誠
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