
学術業績集　関西労災病院　51

論文・著書

「腹部コンパートメント症候群」の基準に達しないものの緊急減
圧開腹術が有効であった1例

高松純平
Japanese Journal of Acute Care Surgery 10(4):251-255,2016

学会報告

関西労災病院における気管切開のまとめ 外科系気切と経皮気
切、どちらが優れているか? 

高松純平
第 19 回日本臨床救急医学会 2016.5.13 郡山市　

腸間膜損傷に起因した S 状結腸動脈閉塞で虚血壊死を来し敗血
症性ショックに至った 1 例

高松純平
第 30 回日本外傷学会 2016.5.30 東京都

NPWT からの学び
高松純平

近畿救急局所陰圧療法研究会 2016.6.11 大阪市

多発骨折部にガス壊疽を発症した 1 例
高松純平

第 8 回日本 Acute Care Surgery 学会 2016.9.24 大阪市

開腹管理における Visible V.A.C. の効果
高松純平、今村宏輝、姜　晋具、福原　彩

第 44 回日本救急医学会 2016.11.17 東京都

TTM により神経学的予後の改善を目指した特発性心室細動の
1 例

今村宏輝、姜　晋具、福原　彩、高松純平
第 44 回日本救急医学会 2016.11.17 東京都

腹部正中創に対する NPWT の活用
高松純平

第 78 回日本臨床外科学会 2016.11.24 東京都

地域中核病院における「診療看護師」としての職務の確立
高松純平、山下　愛、土田智江、岡島淳志、伏見聖子

第 2 回日本 NP 学会 2016.11.26 愛知県

講演会やテレビ出演

当院での敗血症性ショックに対するPMX-DHP治療の成績
高松純平

PMX 研究会 2016.3.3 大阪市　

論文・著書

Myocardial fibrosis pathology in Anderson-Fabry 
disease: evaluation of autopsy cases in the long- and 
short-term enzyme replacement therapy, and non-
therapy case
Nagano T, Nakatsuka S, Fujita S, Kanda T, Uematsu M, Ikeda Y, 

Ishibashi-Ueda H, Yutani C
IJC Metabolic & Endocrine 12:46-51,2016

キャッスルマン病の病理診断基準の策定と病理中央診断システ
ムの構築

中塚伸一
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業「キャッスルマン病の疫学
診療実態調査と患者団体支援体制の構築に関する研究」平成 27 年度総括・分担

研究報告書 p.42-44 2016

血尿、下肢の発赤、腫脹で発症し、急激な経過で死亡に至った
男性

中塚伸一、永野輝明、高松純平
臨床病理検討会の進め方・生かし方　CPC の作法 p.119-124 中山書店 2016

学会報告

An unusual case with Epstein-Barr virus-positive large 
B-cell lymphoma lacking various B-cell markers

中塚伸一、由谷親夫、倉重真沙子、小原正治、永野輝明、後藤孝吉、
高塚広行、伊福秀貴、森井英一

第 105 回日本病理学会総会 2016.5.12-14 仙台市

Myocardial pathology in Fabry disease: evaluation of 
autopsy case with enzyme replacement therapy 

永野輝明、後藤孝吉、藤田茂樹、神田貴史、池田善彦、植田初江、
由谷親夫

第 105 回日本病理学会総会 2016.5.12-14 仙台市

悪性疾患との鑑別を要した IgG4 甲状腺炎の 1 例
後藤孝吉、永野輝明、杉生憲二、山根三千秋、吉野龍一、原沙由美、

中塚伸一
第 57 回日本臨床細胞学会総会春期大会 2016.5.28-29 横浜市

高周波カテーテルアブレーション術後に発生した左房食道瘻の
病理組織学的検討

永野輝明、後藤孝吉、中塚伸一、松田祥宏、増田正晴、上松正朗、
由谷親夫

第 62 回日本病理学会秋期特別総会 2016.11.10-11 金沢市

主催した研究会

中塚伸一
第 29 回大阪病理研究会 2016.7.2 吹田市

●●
●● 救急部 ●●

●● 病理診断科
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座長を務めた学会・研究会

症例検討
中塚伸一

第 29 回大阪病理研究会 2016.7.2 吹田市

論文・著書

古典的ホジキンリンパ腫結節硬化型　Syncytial variant　の1
例

吉野龍一、奥和子、杉生憲二、山根三千秋、原沙由美、後藤孝吉、
永野輝明、中塚伸一

日本臨床細胞学会雑誌 55(4):245-249,2016

ワッフル手術が奏功した尿毒性収縮性心膜炎の 1 例
久山祥子

MONTHLY BULLETIN OSAKA HEART CLUB 39(10):6-9,2016

内シャント狭窄（自己血管、人工血管）
小林大樹

JAMT 技術教本シリーズ 超音波検査症例集 :106-111,2016

症例と動画で学ぶバスキュラーアクセス超音波検査
春口洋昭、小林大樹

アスリード株式会社 2016

学会報告

感染性心内膜炎に合併した左室右房交通症の1例
岩永　大

OSAKA 心エコー研究会　2015 年度第 6 回研究会 2016.2.2 枚方市

僧帽弁形成術後に発症し再発を認めた心嚢内血腫の 1 例
岩永　大

日本心エコー図学会第 27 回学術集会 2016.4.22-24 大阪市

慢性腎障害の急性増悪により生じた尿毒性収縮性心膜炎の 1 例
久山祥子

日本心エコー図学会第 27 回学術集会 2016.4.22-24 大阪市

先天性大動脈弁形成異常の症例
岩永　大

第 56 回日臨技近畿支部医学検査学会 2016.5.14-15 和歌山市

子宮体部原発の大細胞神経内分泌癌の 1 例
原沙由美、杉生憲二、山根三千秋、吉野龍一、永野輝明、後藤孝吉、

鶴田智彦、伊藤公彦、中塚伸一
第 57 回日本臨床細胞学会春期大会 2016.5.27-29 横浜市

VA 作製の術前評価と管理
小林大樹、末光浩太郎

日本超音波医学会学術集会第 15 回教育セッション 2016.5.27 京都市

再発を認めた左房未分化多形性肉腫の 1 例
岩永　大

日本超音波医学会第 89 回学術集会 2016.5.27-29 京都市

上腕動脈高位分岐を同定したことが治療手技成功につながった
1 例

小林大樹、末光浩太郎
第 41 回日本超音波検査学会 2016.6.10-12 宮城県

●●
●● 中央検査部


