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●●
●● 内科

【腎臓】
論文・著書

Predicting loss of patency after forearm loop 
arteriovenous graft

Suemitsu K, Iida O, Shiraki T, Suemitsu S, Murakami M, 
Miyamoto M, Izumi M, Nakanishi T

J Vasc Surg 64(2):395-401,2016

Retrograde approach using surgical cutdown technique 
for limb salvage in a case of critical limb ischemia with 
severely calcified tibial occlusive disease

Shiraki T, Iida O, Suemitsu K, Tsuji Y, Uematsu M
Vasc Endovascular Surg 50(4):295-298,2016

学会報告

多発性骨髄腫の経過中にＡＫＩをきたした 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 24 回阪神腎病理勉強会 2016.2.25 西宮市

腎臓内科の立場から
富　量平

電解質と水を考える会 2016.5.20 尼崎市

腹膜透析患者に対し内視鏡下での大腸ポリープ切除術を施行し
た 1 例

富　量平、尾崎晋吾、松岡佑季、佐賀信之、末光浩太郎、中田裕人、
和泉雅章

第 61 回日本透析医学会 2016.6.10-12 大阪市

脾摘後 15 年で発症した血液透析患者における脾摘後重症感染
症の 1 例

松岡佑季、尾崎晋吾、富　量平、佐賀信之、末光浩太郎、中田裕人、
和泉雅章

第 61 回日本透析医学会 2016.6.10-12 大阪市

血液透析を導入し得た Down 症候群の 1 例
尾崎晋吾、和泉雅章、中田裕人、末光浩太郎、佐賀信之、松岡佑季、

富　量平
第 61 回日本透析医学会 2016.6.10-12 大阪市

透析中の前腕回外位維持は必要か？
大久保幸子、武田ゆり子、小西貴子、田尻朝子、小林大樹、末光浩太郎、

和泉雅章
第 61 回日本透析医学会 2016.6.10-12 大阪市

右不全麻痺と構音障害で救急搬送されたネフローゼ症候群の 1
例

北村香奈子
第 87 回大阪腎疾患研究会 2016.9.30 大阪市

急速な腎機能低下で紹介となった 1 例
勝間勇介、津田照男

第 7 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2016.10.6 尼崎市

穿刺困難に対する治療
末光浩太郎

第 36 回兵庫県透析研究会 2016.10.9 神戸市

crowned dens syndrome を合併した維持透析患者の 1 例
勝間勇介、松岡佑季、尾崎晋吾、富　量平、末光浩太郎、中田裕人、

和泉雅章
第 36 回兵庫県透析研究会 2016.10.9 神戸市

脳静脈洞血栓症を合併したネフローゼ症候群の 1 例
松岡佑季、勝間勇介、尾崎晋吾、富　量平、末光浩太郎、中田裕人、

和泉雅章
第 46 回日本腎臓学会西部学術大会 2016.10.14-15 宮崎市

頭部打撲後に低ナトリウム血症をきたした 1 例
尾崎晋吾、和泉雅章、中田裕人、末光浩太郎、松岡佑季、富　量平、

勝間勇介、佐賀信之
第 46 回日本腎臓学会西部学術大会 2016.10.14-15 宮崎市

超音波による AVF 狭窄形態評価
末光浩太郎、小林大樹、松岡佑季、和泉雅章

第 20 回日本アクセス研究会 2016.11.12-13 熊本市

シャントエコー感染における起因菌と予後予測因子の検討
松岡佑季、勝間勇介、尾崎晋吾、富　量平、末光浩太郎、中田裕人、

和泉雅章
第 20 回日本アクセス研究会 2016.11.12-13 熊本市

講演会やテレビ出演

CKD 症例における血圧管理について　～ SPRINT 試験をふま
えて～

中田裕人
第 24 回阪神腎病理勉強会 2016.2.25 西宮市

ＶＡを維持する
末光浩太郎

第 3 回大阪ＶＡＩＶＴ研究会 2016.3.26 大阪市

透析患者さんの心血管合併症予防
和泉雅章

三上クリニック患者会 2016.4.24 尼崎市

脱血不良の低減を狙いとした非カフ型カテーテルの選択～だま
されたと思って使ってみてください～

末光浩太郎
第 61 回日本透析医学会 2016.6.10-12 大阪市

Vascular Access 事上磨錬
末光浩太郎

第 61 回日本透析医学会 2016.6.10-12 大阪市

腎臓病の最新治療
尾崎晋吾

関西労災病院腎臓病教室 2016.6.25

≪凡　例≫

１. 収載範囲
　この学術業績集は平成28年1月より12月までに発表された学会、研究会発表、論文、
テレビ・ラジオ講演、新聞等公にされた記事で、著者が関西労災病院に所属し、関西労
災病院の所属名で発表・掲載された学術業績を集録した。院内職員のみ対象の講演・発
表はこの業績集には含まない。
　また、学会・研究会での発表ならびに掲載論文・著書については、医学・医療に関す
るものに限って掲載した。

２. 各科毎に下記のように構成した
　　(１) 論文・著書
　　　a 論文発表
　　　　　表題
　　　　　著者名
　　　　　掲載誌名、巻（または号）、始頁－終頁、発行西暦年
　　　b 著書
　　　　　表題
　　　　　書名、始頁－終頁、発行所、発行西暦年
　　(２) 学会報告（国際学会→国内学会）
　　　　　演題
　　　　　発表者名
　　　　　発表学会名、発表年月日、地名
　　(３) 講演会やテレビ出演
　　　　　表題
　　　　　発表者名
　　　　　講演会名（番組名）、発表年月日（収録年月日）、地名
　　(４) 主催した研究会
　　　　　主催者名
　　　　　研究会名、開催年月日、地名
　　(５) 座長を務めた学会・研究会
　　　　　主催者名
　　　　　研究会名、開催年月日、地名

3. 配列
　　(１) 論文発表・著書
　　　　　誌名（著書名）の欧文（アルファベット順）、和文（50音順）、ページ順。
　　(２) 学会報告、講演会やテレビ出演、主催研究会
　　　　　開催日順に配列



2　関西労災病院　学術業績集

ゴアアキュシールバスキュラーグラフト　多面的比較
末光浩太郎

第 11 回クリアランスギャップ研究会 2016.8.27 岡山市

シャントエコー
末光浩太郎

第 87 回大阪透析研究会 2016.9.4 大阪市

透析室の感染対策＆感染対策各論
和泉雅章

第 13 回 SYBARA 研究会 2016.9.9 伊丹市

CKD 診療における病診連携
和泉雅章

西宮在宅支援研究会 2016.11.24 芦屋市

検査値の見方
勝間勇介

関西労災病院腎臓病教室 2016.12.10 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

講演「感染症内科医の役割 - 院内感染対策を中心に -」演者：
倉井華子

和泉雅章
感染対策講演会 in 阪神 2016.1.19 尼崎市

特別講演「CKD 診療における尿酸管理の意義」演者：守山敏
樹

和泉雅章
CKD と高尿酸血症フォーラム in 尼崎 2016.1.21 尼崎市

特別講演「病態生理に基づいた糖尿病合併 CKD 患者の治療」
演者：猪阪善隆

和泉雅章
尼崎市内科医会学術講演会 2016.2.4 尼崎市

総合司会
和泉雅章

第 24 回阪神腎病理勉強会 2016.2.25 西宮市

講演 2「急性期施設の個別化腎不全医療の取り組みと院内体制
について」演者：上條由佳

和泉雅章
阪神 PD セミナー 2016.3.18 尼崎市

循環器内科の立場から「心不全診療における体液管理と腎機能
を考える」演者：民田浩一

和泉雅章
第 5 回水利尿懇話会 2016.3.25 尼崎市

特別講演「低 Na 血症のマネジメント - 特に、心不全合併例を
中心に -」演者：柴垣有吾

和泉雅章
電解質と水を考える会 2016.5.20 尼崎市

講演 1「網膜症を伴わない 10 年来の糖尿病歴のあるネフロー
ゼ患者の 1 例」演者：下田紗映子

和泉雅章
第 6 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2016.6.2 尼崎市

特別講演 1「多発性嚢胞腎の病態と治療 - サムスカ 120 例の
投与経験から -」演者：乳原善文

和泉雅章
kidney Disease Seminar in Hanshin 2016.9.3 尼崎市

総合司会
和泉雅章

第 87 回大阪腎疾患研究会 2016.9.30 大阪市

特別講演 1「大規模臨床試験から考える　SGLT2 阻害薬の腎
への可能性」演者：長澤康行

和泉雅章
最新のエビデンスを紐解く～腎と糖尿病編～ 2016.10.1 宝塚市

特別講演「腎性貧血ガイドライン 2015 について」演者：竹岡
浩也

和泉雅章
第 7 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2016.10.6 尼崎市

パネルディスカッション
和泉雅章

第 36 回兵庫県透析研究会 2016.10.9 神戸市

CKD-MBD/ 薬剤 2
和泉雅章

第 61 回日本透析医学会 2016.6.10-12 大阪市

VA/ エコー評価
末光浩太郎

第 61 回日本透析医学会 2016.6.10-12 大阪市

講演 1「当院における出口部感染とケアの実践」演者：宮腰麻
矢

松岡佑季
第 2 回阪神 PD セミナー 2016.11.4 尼崎市

講演 2「出口部ケアの現状と今後の展開」演者：北村温美
和泉雅章

第 2 回阪神 PD セミナー 2016.11.4 尼崎市

一般演題 3「アクセス手術 (1)」
末光浩太郎

第 20 回日本アクセス研究会 2016.11.12-13 熊本市

総合司会
和泉雅章

保存期 CKD-MBD 管理を考える会 2016.11.28 尼崎市
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【血液】
講演会やテレビ出演

骨髄腫の病態と治療
橋本光司

ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社社員研修会 2016.5.13 神戸市

骨髄腫の最新治療
橋本光司

セルジーン株式会社社員研修会 2016.5.25 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

白血病の分子標的治療：残存・耐性と新たな治療戦略
橋本光司

第 9 回阪神血液懇話会 2016.5.25 尼崎市

【糖尿病・内分泌】
論文・著書

Q33　メトホルミンの副作用とその注意点について教えてくだ
さい（総説執筆）

山本恒彦
心血管事故を予防するための糖尿病治療戦略 p.142-145 文光堂 2016

学会報告

糖尿病患者における膵癌の臨床像
細江重郎、永井泰紀、井上佳菜、山本恒彦、久保田稔
第 59 回日本糖尿病学会年次学術集会 2016.5.19-21 京都市

イプラグリフロジンの膵β細胞機能への短期的影響の検討
井上佳菜、細江重郎、永井泰紀、山本恒彦、久保田稔
第 59 回日本糖尿病学会年次学術集会 2016.5.19-21 京都市

糖尿病治療薬とがんの関連について
常田和宏、芳川篤志、沖田考平、山本恒彦

第 59 回日本糖尿病学会年次学術集会 2016.5.19-21 京都市

両側副腎腫大を認めた Subclinical Cushing 症候群の１例
今田　侑、知念良直、井上佳菜、細江重郎、齊藤大祐、山本恒彦

第 212 回日本内科学会近畿地方会 2016.6.25 大阪市

ピオグリタゾンにより水疱性類天疱瘡を発症した 1 症例
細江重郎、今田　侑、斎藤大祐、山本恒彦、久保田稔

第 53 回日本糖尿病学会近畿地方会 2016.11.12 大阪市

当院に入院した重症低血糖患者の臨床的特徴の検討
斎藤大祐、細江重郎、今田　侑、高松純平、山本恒彦、久保田稔

第 53 回日本糖尿病学会近畿地方会 2016.11.12 大阪市

高齢者 2 型糖尿病患者における残存歯数と動脈硬化症・認知症
との関連について

高野敬子、細江重郎、今田　侑、斎藤大祐、山本恒彦、久保田稔
第 53 回日本糖尿病学会近畿地方会 2016.11.12 大阪市

講演会やテレビ出演

SGLT-2 阻害薬への期待
山本恒彦

糖尿病治療のパラダイムシフト in 阪神 2016.2.13 尼崎市

高齢者 2 型糖尿病における認知症評価と服薬管理の実際
山本恒彦

第 1 回阪神南医療圏エリア講演会 糖尿病チーム医療セミナー 2016.2.18 大阪市

β細胞機能保護を目指した 2 型糖尿病の治療戦略
井上佳菜

第 16 回阪神糖尿病診療フォーラム 2016.3.12 尼崎市

糖尿病患者教育に対する看護師の意識調査について
松岡泰子

第 8 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2016.3.19 和歌山市

糖尿病治療における混合型インスリン製剤の位置付け
山本恒彦

Insulin Forum in 阪神 2016.4.14 尼崎市

β細胞機能保護を目指した 2 型糖尿病の治療戦略
山本恒彦

DM and Kidney in 阪神 2016.4.27 西宮市

当院における糖尿病治療の現状～ GLP-1 作動薬の使用も含め～
山本恒彦

Diabetes Seminar in 尼崎 2016.4.28 尼崎市

糖尿病患者における膵臓癌の特徴
細江重郎、永井泰紀、井上佳菜、山本恒彦、武田　裕、久保田稔

第 10 回大阪糖尿病臨床カンファレンス 2016.5.7 大阪市

糖尿病患者における膵臓癌の特徴
細江重郎、永井泰紀、井上佳菜、山本恒彦、武田　裕、久保田稔

第 7 回 Research Brush Up Conference 2016.5.14 西宮市

脳卒中抑制を目指した糖尿病治療
山本恒彦

第 15 回西宮脳神経セミナー 2016.5.26 西宮市

CKD 患者における血糖管理
山本恒彦

第 6 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2016.6.2 尼崎市

Pro-GRP 陽性肺定型カルチノイドによる異所性 ACTH 症候群
の 1 症例

山室　禎、井上佳菜、細江重郎、永井泰紀、山本恒彦
第 10 回大阪内分泌・代謝クリニカルカンファレンス（OEMCC） 2016.6.4 

大阪市

フットケアに必要な糖尿病と PAD の知識
山本恒彦

第 17 回エキスパートナースセミナーフットケア研修会 2016.6.18 尼崎市

DPP-4 阻害薬の抗動脈硬化作用への期待
齊藤大祐

第 19 回阪神糖尿病談話 2016.6.25 西宮市
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糖尿病患者における膵臓癌の特徴
細江重郎

第 2 回阪神南医療圏エリア講演会 2016.6.30 大阪市

β細胞機能保護を目指した糖尿病治療
山本恒彦

第 15 回 SOAMIC in DM 講演会 2016.7.9 大阪市

β細胞機能保護を目指した糖尿病治療戦略
山本恒彦

尼崎 DM＋ONE 講演会 2016.7.14 尼崎市

糖尿病の治療と療養指導の要点について
山本恒彦

治療と職業生活の両立支援セミナー 2016.7.15 西宮市

両側副腎腫大を認めた Subclinical Cushing 症候群の 1 例
今田　侑

第 6 回武庫川糖尿病カンファレンス 2016.7.21 尼崎市

DPP-4 阻害薬の有用性について
齊藤大祐

第 6 回武庫川糖尿病カンファレンス 2016.7.21 尼崎市

CVリスクを考慮した 2 型糖尿病治療
山本恒彦

心血管イベントリスクを考慮した糖尿病治療を考える会 2016.9.15 尼崎市

症例から学ぶ糖尿病治療戦略
山本恒彦

糖尿病パートナーズカンファレンス 2016.10.15 尼崎市

CVリスクを考慮した 2 型糖尿病治療
山本恒彦

Diabetes Seminar in KOBE 2016.10.19 神戸市

機能予後を考慮した高齢者糖尿病患者治療の実際
山本恒彦

第 8 回 Diabetes Frontier セミナー 2016.12.3 西宮市

糖尿病の治療と療養指導の要点について
山本恒彦

産業保健セミナー 2016.12.16 尼崎市

主催した研究会

細江重郎
第 2 回阪神南医療圏エリア講演会 2016.6.30 大阪市

今田　侑
第 6 回武庫川糖尿病カンファレンス 2016.7.21 尼崎市

齊藤大祐
第 6 回武庫川糖尿病カンファレンス 2016.7.21 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

SAP 療法時代の 1 型糖尿病治療　廣田勇士 
1 型糖尿病に対する膵・膵島移植　外山博近

山本恒彦
第 17 回兵庫県糖尿病トータルケア研究会 2016.3.5 神戸市

温故知新：NOD マウス開発の思い出　栩野義博先生
山本恒彦

第 4 回糖尿病を多面的に考える会 2016.3.12 大阪市

今こそ見直す糖尿病治療 済生会京都府病院　中村直人先生
山本恒彦

Diabetes Meeting in Amagasaki 2016.6.16 尼崎市

糖尿病とがんの危険な関係 国立がん研究センター中央病院 大
橋健先生

山本恒彦
第 2 回阪神南医療圏エリア講演会　座長 2016.6.30 大阪市

高齢者糖尿病の血糖コントロール目標 大阪大学老年・総合内
科学 杉本研先生

山本恒彦
第 6 回武庫川糖尿病カンファレンス　座長 2016.7.21 尼崎市

膵αβ細胞におけるインスリン作用障害とインクレチンの効果 大
阪大学内分泌代謝内科 河盛段先生

山本恒彦
Practical Diabetes Management 2016.7.23 西宮市

SGLT2 阻害薬の薬理学的特徴とエネルギー代謝からみた実臨
床の可能性 菅沼医院院長 菅沼正司先生

山本恒彦
EXPERT MEETING 2016.9.8 大阪市

1 型糖尿病の免疫学的病態について考える 東京都済生会中央
病院 及川洋一先生

山本恒彦
1 型糖尿病フレッシュカンファレンス 座長 2016.10.21 尼崎市

結果にコミットする NASH 合併糖尿病の診療 愛知医科大学肝
胆膵内科学 角田圭雄先生

山本恒彦
CSM in 阪神 座長 2016.11.24 尼崎市

成長ホルモン過剰を呈したカーニー複合症例 濱本佳恵先生
山本恒彦

第 38 回兵庫下垂体疾患研究会 2016.12.1 西宮市

高齢者糖尿病診療の課題 大阪警察病院 安田哲行先生
山本恒彦

糖尿病治療臨床検討座談会 2016.12.2 大阪市


