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●●
●● 内科

【腎臓】

論文・著書

職場ストレスと高血圧に関する労災病院多施設共同研究：パイ
ロット研究のプロトコールと職場ストレスの定量化

井上信孝、宗像正徳、太田原顥、和泉雅章、山内　淳、長門谷克之、
水野 広海、木村玄次郎

日職災医誌 63:36-40,2015

急性腎障害の診断と治療
和泉雅章

腎臓内科レジデントマニュアル改訂第 7 版　今井圓裕編著　診断と治療社　2015

学会報告

サムスカ導入の 3 症例
中田裕人

多発性嚢胞腎（ADOKD) 学術講演会 in Hanshin 2015.2.18 西宮市

ML バルーンカテーテル（ルミショーター）
末光浩太郎、小林大樹

第 20 回 VAIVT 研究会 2015.3.7 東京都

AL アミロイドーシスによるネフローゼ症候群に対し、ボルテゾ
ミブを用いた化学療法を施行した 1 例
富　量平、佐賀信之、松岡佑季、大田南欧美、末光浩太郎、中田裕人、

橋本光司、和泉雅章
第 60 回兵庫県腎臓研究会 2015.3.14 西宮市

Case　conference
末光浩太郎

第 2 回大阪 VAIVT 研究会 2015.3.28 大阪市 

AVG 手技的検討
末光浩太郎

究道会 2015.4.11 大阪市

Wolf-Hirschhorn 症候群の 1 例
大田南欧美

9th PD Clinic 2015.4.25 大阪市

腎生検翌日に多彩な神経症状を呈した慢性腎臓病患者の 1 例
大隈義道、富　量平

第 4 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2015.5.21 尼崎市

PD におけるへルニアの検討
松岡佑季

尼崎・西宮 café ～さらなる在宅医療の向上をめざして～ 2015.6.11 尼崎市

シャント血流の心臓への影響
末光浩太郎、松岡佑季、和泉雅章、小林大樹

第 60 回日本透析医学会学術集会 ワークショップ　2015.6.26 横浜市

短期型バスキュラーアクセスカテーテルの合併症発生率の比較
松岡佑季、富　量平、佐賀信之、大田南欧美、末光浩太郎、中田裕人、

和泉雅章
第 60 回日本透析医学会学術集会 2015.6.26 横浜市

Wolf-Hirschhorn 症候群 (WHS) に対して透析療法を導入した
1 例
大田南欧美、富　量平、松岡佑季、佐賀信之、末光浩太郎、中田裕人、

和泉雅章
第 60 回日本透析医学会学術集会 2015.6.27 横浜市

敗血症性肺塞栓症を合併したグラフト穿刺部感染の 1 例
佐賀信之、富　量平、松岡佑季、大田南欧美、末光浩太郎、中田裕人、

和泉雅章
第 60 回日本透析医学会学術集会 2015.6.28 横浜市

シャント手術とモニタリング
末光浩太郎

第 10 回日本クリアランスギャップ研究会 2015.8.29 横浜市

抗悪性腫瘍薬にて著明な尿蛋白を呈した乳がん患者の 1 症例
富　量平

第 83 回大阪腎疾患研究会 2015.9.11 大阪市

3ヶ月ルール時代における側々吻合の有用性
末光浩太郎

第 19 回日本アクセス研究会学術集会 2015.9.12 広島市

短期型バスキュラーアクセスカテーテルの合併症発生率の比較
松岡佑季、尾崎晋吾、富　量平、佐賀信之、大田南欧美、末光浩太郎、

中田裕人、和泉雅章
第 35 回兵庫県透析研究会 2015.10.4 神戸市

ベバシズマブ投与後にネフローゼ症候群をきたした 1 例
富　量平、大田南欧美、岡　一雅、松岡佑季、佐賀信之、末光浩太郎、

中田裕人、和泉雅章
第 45 回日本腎臓学会西部学術大会 2015.10.23 金沢市

C 型肝炎による肝硬変・肝細胞癌治療中に尿蛋白が出現し、腎
生検により二次性 IgA 腎症と診断した 1 例

佐賀信之、尾崎晋吾、富　量平、松岡佑季、末光浩太郎、中田裕人、
和泉雅章

第 45 回日本腎臓学会西部学術大会 2015.10.24 金沢市

特発性副甲状腺機能低下症の 1 例
松岡佑季、尾崎晋吾、富　量平、佐賀信之、大田南欧美、末光浩太郎、

中田裕人、和泉雅章
第 45 回日本腎臓学会西部学術大会 2015.10.24 金沢市

当院における保存期 CKD ミネラル管理
中田裕人

保存期 CKD-MBD 管理を考える会 2015.11.27 尼崎市
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講演会やテレビ出演

CKD 症例における Ca、P の管理（主に P の管理について）
和泉雅章

鳥居薬品社内研修会 2015.1.19 西宮市

慢性腎臓病（CKD) 診療における電解質・酸塩基平衡管理
和泉雅章

塚口地区 CKD 病診連携の会 2015.1.23 尼崎市

バスキュラーアクセスの基礎
末光浩太郎

アスリード　バスキュラーアクセスエコー（アドバンス） 2015.2.15 大阪市

シャントを守る
末光浩太郎

三上クリニック患者会 2015.4.26 尼崎市

シャント PTA に必要な基礎知識
末光浩太郎

兵庫県透析医会講演 2015.6.20 神戸市

グラフト　コツと落とし穴
末光浩太郎

第 60 回日本透析医学会学術集会ランチョンセミナー 2015.6.28 横浜市

VA エコーの意義、結果 そして今後の展望
末光浩太郎

VA セミナー 2015.8.22 神戸市

透析室における感染対策と最近の感染症の話題
和泉雅章

第 12 回 SYBARA 研究会 2015.9.18 伊丹市

腎臓内科が作製、管理するシャント
末光浩太郎

京滋 VA 治療を考える会 2015.9.26 京都市

腎臓内科の魅力
佐賀信之

腎疾患セミナー 2015.10.9 大阪市

森羅万象 Arteriovenous graft
末光浩太郎

第 60 回日本透析医学会学術集会ランチョンセミナー 2015.6.27 横浜市

座長を務めた学会・研究会

パネルディスカッション　演者：池田昌樹、林　大祐、中田裕人、
長沢康行

和泉雅章
多発性嚢胞腎（ADOKD) 学術講演会 in Hanshin 2015.2.18 西宮市

抗菌薬適正使用のための取り組み　演者：川端俊介
和泉雅章

第 30 回東阪神院内感染症研究会 2015.2.24 尼崎市

糖尿病患者における感染症コントロールについて　演者：山本
恒彦

和泉雅章
第 30 回東阪神院内感染症研究会 2015.2.24 尼崎市

一般演題 1 ～ 5
和泉雅章

第 60 回兵庫県腎臓研究会 2015.3.14 西宮市

CKD 合併高血圧患者への RAS 阻害薬投与を考える～カリウム
管理も交えて～演者：竹岡浩也、村上綾香

和泉雅章
第 4 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2015.5.21 尼崎市

やっぱり、そうだったのか腹膜透析　演者：篠崎倫哉
和泉雅章

尼崎・西宮 café ～さらなる在宅医療の向上をめざして～ 2015.6.11 尼崎市

一般演題　血液疾患 2
和泉雅章

第 60 回日本透析医学会学術集会 2015.6.28 横浜市

ADPKD の Overview 演者：今井圓裕
和泉雅章

尼崎 ADPKD 講演会 2015.8.27 尼崎市

ADPKD 診療の新たな展開～ TEMPO 試験から実臨床へ～ 演
者：瀬田公一

和泉雅章
尼崎 ADPKD 講演会 2015.8.27 尼崎市

当院の ADPKD 治療について 演者：竹岡浩也
和泉雅章

尼崎 ADPKD 講演会 2015.8.27 尼崎市

シンポジウム：透析患者の血糖管理について　演者：山本恒彦
和泉雅章

透析関連セミナー in 阪神 2015.11.21 宝塚市

急性増悪をきたした保存期慢性腎不全（原疾患：PKD) の 1 例　
演者：槇林弘之郎、岩成祥夫

和泉雅章
第 5 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2015.11.26 尼崎市

パネルディスカッション　各施設における保存期 CKD ミネラル
管理　演者：米本佐代子、中田裕人、竹岡浩也、濱野高行

和泉雅章
保存期 CKD-MBD 管理を考える会 2015.11.27 尼崎市

保存期の CKD-MBD　演者：濱野高行
和泉雅章

保存期 CKD-MBD 管理を考える会 2015.11.27 尼崎市
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【血液】

学会報告

分子標的製剤治療における免疫応答制御の重要性
橋本光司

第 4 回阪神 Hematology Conference 2015.2.5 尼崎市 

主催した研究会

橋本光司
第 4 回阪神 Hematology Conference 2015.2.5 尼崎市 

【糖尿病】

論文・著書

「糖代謝異常妊娠」論文評論コメント
山本恒彦

Diabetes Care 2(2):210-211,2015

学会報告

ホルモン陰性Pit-1陽性下垂体腺腫の1症例
今田　侑、山室　禎、永井泰紀、井上佳菜、東　大介、山本恒彦

第 88 回日本内分泌学会学術総会 2015.4.23-25 東京都

高齢者 2 型糖尿病における長谷川式簡易知能評価スケール改
訂版と服薬指導との関連

岡田志保、池上英文、松岡泰子、布谷容子、永井泰紀、井上佳菜、
東　大介、山本恒彦、久保田稔

第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.5.21-24 山口県

GLP-1 製剤による肥満 2 型糖尿病治療は HbA1c と肝機能を
改善する

永井泰紀、井上佳菜、東　大介、山本恒彦、久保田稔
第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.5.21-24 山口県

2 型糖尿病患者における頻回インスリン注射療法から食後高血
糖改善薬中心の BOT 療法への切り替え効果～ 2 年間の効果か
ら～

東　大介、永井泰紀、井上佳菜、山本恒彦、久保田稔
第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.5.21-24 山口県

線維筋性異形成による腎血管性高血圧症に対して経皮的腎血管
形成術を施行した 1 例

横川裕亮、細江重郎、永井泰紀、井上佳菜、東　大介、山本恒彦
第 208 回日本内科学会近畿地方会 2015.6.27 京都市

イプラグリフロジンにおける膵β細胞機能への影響についての
検討

井上佳菜、細江重郎、永井泰紀、東　大介、山本恒彦、久保田稔
第 52 回日本糖尿病学会近畿地方会 2015.11.14 京都市

HPLC 法によりHbA1c 測定異常を検出した 2 症例
細江重郎、永井泰紀、井上佳菜、東　大介、山本恒彦、久保田稔

第 52 回日本糖尿病学会近畿地方会 2015.11.14 京都市

急速に進行した肺カルチノイドによる異所性 ACTH 症候群の 1
例

山室　禎、井上佳菜、細江重郎、永井泰紀、東　大介、山本恒彦
第 25 回臨床内分泌 Update 2015.11.27-28 東京都

講演会やテレビ出演

糖尿病患者教育に対する看護師の意識調査　～指導経験年数
に着目して～

松原早理
第 3 回阪神糖尿病チーム医療セミナー 2015.1.24 西宮市

Subclinical Ghoma と診断したホルモン陰性 Pit-1 陽性下垂
体腺腫の 1 症例

今田　侑
第 13 回関西間脳下垂体疾患研究会 2015.2.7 大阪市

高齢者糖尿病について
山本恒彦

大阪糖尿病アカデミー（ODA） 2015.2.26 西宮市

食後高血糖改善薬による BOT 療法の有効性
東　大介

グルファスト発売 10 周年記念講演会 2015.2.28 神戸市

SGLT2 阻害薬における膵β細胞機能への影響について
井上佳菜

糖尿病治療フォーラム in 阪神 2015 2015.3.18 西宮市

「糖尿病とチーム医療」　～今、地域で求められていること～
山本恒彦

宝塚市医師会学術講演会 2015.4.25 宝塚市

β細胞の不思議～ 1 型糖尿病の多様な病態について～
山本恒彦

第 5 回糖尿病を考える会 2015.6.6 京都市

糖尿病治療における最近の話題
山本恒彦

苦楽園地区病診連携の会夏 2015.6.10 芦屋市

Subclinical Ghoma と診断した Pit-1 陽性下垂体腺腫の 1 例
今田　侑、山室　禎、永井泰紀、井上佳菜、東　大介、山本恒彦

第 9 回大阪内分泌・代謝クリニカルカンファレンス（OEMCC） 2015.6.13 大阪
市

Subclinical Ghoma と診断したホルモン陰性 Pit-1 陽性下垂
体腺腫の 1 例

今田　侑
第 35 回兵庫下垂体疾患研究会 2015.6.18 西宮市
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GLP-1 製剤による肥満 2 型糖尿病治療は HbA1c と肝機能を
改善する

永井泰紀
最新の糖尿病治療を考える会 in 尼崎 2015.7.23 尼崎市

糖尿病の薬物療法～最近の動向について～
山本恒彦

第 6 回「薬 - 薬」連携 Conference Meet the Expert 2015.9.3 尼崎市

当院における糖尿病の治療戦略～ SGLT2 阻害薬の使用も含め
て～

山本恒彦
糖尿病セミナー in 宝塚 2015.9.11 宝塚市

GLP-1 製剤による肥満 2 型糖尿病治療は HbA1c と肝機能を
改善する

永井泰紀
糖尿病セミナー 2015.9.24 西宮市

就労と糖尿病治療～両立支援の立場から～
山本恒彦

関労クラブ総会 2015.10.3 尼崎市

糖尿病と動脈硬化症について
山本恒彦

第 15 回エキスパートナースセミナー 2015.10.24 尼崎市

インスリンと SGLT2 阻害薬の併用について
山本恒彦

DM Expert Conference 2015.11.20 西宮市

透析患者の血糖管理について
山本恒彦

透析関連セミナー in 阪神 2015.11.21 宝塚市

主催した研究会

糖尿病患者の地域連携
瀧本久美子

第 7 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2015.3.7 尼崎市

臨床検査技師としての療養指導への関わりについて
宮城俊治、山永みゆき、永井泰紀、井上佳菜、東　大介、山本恒彦

第 7 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2015.3.7 尼崎市

日常診療によく見られる甲状腺疾患
細江重郎、井上佳菜

第 5 回武庫川糖尿病カンファレンス 2015.7.16 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

最適な 2 型糖尿病食事療法を目指して　：　京都府立医科大学
内分泌代謝内科　福井道明

山本恒彦
第 3 回阪神糖尿病チーム医療セミナー 2015.1.24 西宮市

1 型糖尿病患者へのナラティブアプローチ　：　林医院　林　
功

山本恒彦
第 3 回阪大 1 型糖尿病塾 2015.1.31 大阪市

変貌する日本人の糖尿病合併症　：　久山町研究九州大学環境
医学　教授　清原裕

山本恒彦
第 7 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2015.3.7 尼崎市

チームで支える糖尿病療養指導　：　関西電力病院　糖尿病セ
ンター　田中永昭

山本恒彦
第 7 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2015.3.7 尼崎市

これから生き残る経口血糖降下薬の要件　：　埼玉医科大学総
合医療センター　松田昌文

山本恒彦
第 7 回糖尿病学の進歩 2015.7.17 大阪市

糖尿病治療の Next Stage ～ AdipoRon を含め～　：　東京
大学　糖尿病・代謝内科　山内敏正

山本恒彦
最新の糖尿病治療を考える会 in 尼崎 2015.7.23 尼崎市

リキシセナチドを用いた BPT による当院での治療経験　：　兵
庫県立尼崎医療センター　大谷大輔

山本恒彦
阪神糖尿病セミナー 2015.9.4 尼崎市

インスリン療法の Trend and Traditionalism を考える　：　
大阪市立総合医療センター　細井雅之

山本恒彦
阪神糖尿病セミナー 2015.9.4 尼崎市

SGLT2 阻害薬と糖毒性解除　：　大阪大学　糖尿病病態医療
学　高原充佳

山本恒彦
第 3 回 Diabetes Expert Meeting in Hanshin 2015.10.17 芦屋市

β細胞が標的となるメカニズム～想定外の結果に基づく仮説
～　：　近畿大学医学部　能宗伸輔

山本恒彦
1 型糖尿病フレッシュカンファレンス 2015.11.6 尼崎市

2 型糖尿病の予後を考えた最適な降圧治療を考える　：　坂出
市立病院　大工原裕之

山本恒彦
尼崎市内科医会学術講演会 2015.11.12 尼崎市




