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論文・著書

Fistula and survival outcomes after fistula creation 
among predialysis chronic kidney disease stage 5 
patients.

Miyamoto M, Kurita N, Suemitsu K, Murakami M
Am J Nephrol. 45 (4):356-364, 2017

Increased double product on Monday morning during 
work

Kimura G, Inoue N, Mizuno H, Izumi M, Nagatoya K, 
Ohtahara A, Munakata M and Workplace Hypertension Co-

operative Study by 29 Rosai Hospitals belonging to the Japan 
Organization of Occupational Health and Safety

Hypertension Research 40 (7):  671–674, 2017

学会報告

PTA それとも外科治療？
末光浩太郎

第 10 回バスキュラーアクセス超音波研究会 2017.1.8 東京都

  The impact of lesion morphology on durability after 
angioplasty for arteriovenous fistulae

末光浩太郎
Japan Endovascular Treatment Conference 2017 2017.2.17 東京都

弁狭窄に対する VAIVT
末光浩太郎

第 22 回バスキュラーアクセスインターベンション治療（VAIVT）研究会 
2017.3.4 東京都

高度の下肢筋力低下により歩行障害を来した原発性アルドステ
ロン症の一例

富　量平、今田　侑、勝間勇介、尾崎晋吾、松岡佑季、末光浩太郎、
中田裕人、細江重郎、齊藤大祐、山本恒彦、和泉雅章

第 62 回兵庫県腎臓研究会 2017.3.4. 神戸市

微小変化型ネフローゼ症候群における急性腎障害は寛解を遅ら
せる

新沢真紀、山本陵平、長澤康行、大瀬戸奨、森　大輔、冨田弘道、
林　晃正、和泉雅章、福永　恵、山内　淳、椿原美治、猪阪善隆

第 60 回日本腎臓学会学術総会 2017.5.26 仙台市

非微小変化型ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ使用の検
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 60 回日本腎臓学会学術総会 2017.5.28 仙台市

バスキュラーアクセス 〜超音波を活かす あなたならどうする〜
末光浩太郎

第 62 回日本透析医学会学術集会  イブニングセミナー 2017.6.16 横浜市

シャント狭窄形態が開存率に与える影響
末光浩太郎、松岡佑季、和泉雅章、小林大樹

第 62 回日本透析医学会学術集会 ミニシンポジウム 2017.6.17 横浜市

シャント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 62 回日本透析医学会学術集会 2017.6.17 横浜市

Crowned dens syndrome を合併した維持透析患者の 2 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 62 回日本透析医学会学術集会 2017.6.18 横浜市

シャント破裂した 1 例
末光浩太郎

第 1 回 Vascular access conference in 大阪 2017.4.9 大阪市

どうすれば 3ヶ月以内の再 VAIVT を回避できるの？
末光浩太郎

第 26 回日本心血管インターベンション治療学会（CVIT） 2017.7.8 京都市

症例検討（シャント感染）
末光浩太郎

第 89 回大阪透析研究会 2017.9.10 大阪市

低カリウム血症から筋力低下を呈した 1 例
今井淳裕、尾崎晋吾、富　量平、今田　侑、勝間勇介、細江重郎、

松岡佑季、仁科周平、大田南欧美、末光浩太郎、中田裕人、山本恒彦、
和泉雅章

第 91 回 OCKD 例会 2017.9.29 大阪市

保存期 CKD 患者に発症した Crowned dens 症候群の 1 例
尾崎晋吾、北村香奈子、勝間勇介、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 47 回日本腎臓学会西部学術大会 2017.10.14 岡山市

低カリウム血症による筋力低下から歩行障害を来たした原発性
アルドステロン症の 1 例
今井淳裕、富　量平、北村香奈子、勝間勇介、松岡佑季、大田南欧美、

末光浩太郎、中田裕人、和泉雅章
第 47 回日本腎臓学会西部学術大会 一般演題 2017.10.14 岡山市

著明な高尿酸血症と高カルシウム血症を呈した急性腎障害の 1
例

北村香奈子
高尿酸血症治療カンファレンス 2017.10.26 尼崎市

重症急性腎不全で発見され集中治療を要した若年性多発性骨髄
腫の 1 例　－腎生検の検討－

北村香奈子、橋本光司、和泉雅章
第 54 回北摂血液疾患談話会 2017.11.4 大阪市

エディロール ® の投与により、高 Ca 血症を呈し腎機能増悪を
きたした 1 例

尾崎晋吾
第 9 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2017.11.16 尼崎市

シャント治療　〜 Experience と Evidence のバランス〜
末光浩太郎

第 2 回 九州アクセスセミナー 2017.11.21 福岡市
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講演会やテレビ出演

慢性腎臓病とその治療
和泉雅章

市民公開講座 in 尼崎「腎移植という選択」〜慢性腎不全の治療選択肢〜 
2017.5.14 尼崎市

CKD 患者における脂質管理について
和泉雅章

第 8 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2017.6.8 尼崎市

慢性腎臓病と尿酸〜あなたに忍びよる高尿酸血症の恐怖〜
和泉雅章

関西労災病院腎臓病教室 2017.6.24 尼崎市

今日から腎リハで元気に！
北村香奈子

関西労災病院腎臓病教室 2017.6.24 尼崎市

CKD 治療と尿酸管理
和泉雅章

CKD と尿酸治療を考える会 2017.7.13 伊丹市

保存期 CKD 診療における私の病診連携
和泉雅章

協和発酵キリン株式会社社員研修会 2017.7.27 尼崎市

透析室の感染対策について
和泉雅章

SHYBARA 研究会 2017.9.22 伊丹市

透析療法選択時期からの 1 年生存率予測因子
松岡佑季

第 2 回 Osaka Clinical Research Meeting for Kidney Disease 2017.10.7 
大阪市

座長を務めた学会・研究会

ライブデモンストレーション（ランチョンセミナー）
末光浩太郎

第 10 回 Vascular Access 超音波研究会 2017.1.8 東京都

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 CRE について考える 
演者：菅井基行

和泉雅章
感染対策講演会 in 阪神 2017.1.31 尼崎

糖尿病性腎症における高尿酸血症治療－蛋白尿抑制効果の期待
演者：加藤佐和子

和泉雅章
高尿酸血症血症フォーラム in 尼崎 2017.2.25 尼崎市

カルシウム受容体による生体調節機構〜カルシミメティクス考〜
演者：永野伸郎

和泉雅章
CKD-MBD 治療を再考する in 阪神 2017.4.4 西宮市

CKD-MBD 治療の最新知見
演者：藤井直彦、濱野高行

和泉雅章
Update on CKD-MBD 2017.5.20 尼崎市

腎機能増悪からフィブラート関与を疑った症例
演者：岩成祥夫

和泉雅章
第 8 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2017.6.8 尼崎市

一般演題　VA/ モニタリング 1
末光浩太郎

第 62 回日本透析医学会学術集会 2017.6.16 〜 6.18 横浜市

一般演題　血液浄化法 / その他 2
（演者 10 名）

和泉雅章
第 62 回日本透析医学会学術集会 2017.6.17 横浜市

総合司会
和泉雅章

関西労災病院腎臓病教室 2017.6.24 尼崎市

当院における敗血症に対する治療戦略
演者：今井淳裕

和泉雅章
阪神急性血液浄化セミナー 2017.7.3 尼崎市

急性血液浄化療法の選択
演者：阪本雄一郎

和泉雅章
阪神急性血液浄化セミナー 2017.7.3 尼崎市

著明な高尿酸血症と高カルシウム血症を呈した急性腎障害の 1
例
演者：北村香奈子

和泉雅章
高尿酸血症治療カンファレンス 2017.10.26 尼崎市

尿酸と CKD の関わり〜腎障害抑制の面から見た高尿酸血症治
療〜
演者：猪阪善隆

和泉雅章
高尿酸血症治療カンファレンス 2017.10.26 尼崎市

エディロール ® の投与により、高 Ca 血症を呈し腎機能増悪を
きたした 1 例
演者：尾崎晋吾

和泉雅章
第 9 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2017.11.16 尼崎市

エディロール ® の投与により、高 Ca 血症を伴わない血清 Cr
上昇をきたした 1 例
演者：槇林弘之郎

和泉雅章
第 9 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2017.11.16 尼崎市
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保存期 CKD-MBD について
演者：田中麻理

和泉雅章
第 9 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2017.11.16 尼崎市

腎臓リハビリテーションの実際と将来展望〜より良い CKD 診療
の為に〜
演者：上月正博

和泉雅章
CKD のフレイルを考える夕べ 2017.11.24 西宮市

保存期 CKD 管理とリオナ錠の使用経験
演者：藤井直彦

和泉雅章
CKD-MBD シンポジウム 2017 2017.11.30 神戸市

バランスで考える腎臓病患者の MBD
演者：米本佐代子

和泉雅章
保存期 CKD-MBD 管理を考える会 2017.12.4 尼崎市

2 択で考える腎臓病患者の心臓突然死
演者：常喜信彦

和泉雅章
保存期 CKD-MBD 管理を考える会 2017.12.4 尼崎市

CDI の検査・診断
演者：三澤 成毅

和泉雅章
第 21 回阪神 ICT 活動研究会 2017.12.5 西宮市

講演会やテレビ出演

重症急性腎不全で発見され集中治療を要した若年性多発性骨髄
腫の1例　ー腎生検の検討ー

北村香奈子、橋本光司、和泉雅章
第５４回北摂血液疾患談話会 2017.11.4　大阪市

座長を務めた学会・研究会

多発性骨髄腫の治療とチーム医療
橋本光司

第５４回北摂血液疾患談話会 2017.11.4　大阪市

骨髄増殖性腫瘍（MPN）病理診断の考え方
橋本光司

Hematology Seminar in Hanshin 2017.11.24 西宮市
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学会報告

インスリン・GLP-1 受容体作動薬使用患者におけるペン型注入
器用注射針 (32G4mm) とペン型注入器用注射針 (34G4mm)
の比較

齊藤大祐、細江重郎、今田　侑、山本恒彦、久保田稔
第 60 回日本糖尿病学会年次学術集会 2017.5.18-20 名古屋市

重症低血糖症により救急搬送された 2 型糖尿病患者の臨床的
特徴の検討

細江重郎、齊藤大祐、今田　侑、高松純平、山本恒彦、久保田稔
第 60 回日本糖尿病学会年次学術集会 2017.5.18-20 名古屋市

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
との関係について

高野敬子、齊藤大祐、今田　侑、細江重郎、山本恒彦、久保田稔
第 60 回日本糖尿病学会年次学術集会 2017.5.18-20 名古屋市

2 型糖尿病患者における SGLT-2 阻害薬の脂質代謝への影響に
ついて

今田　侑、細江重郎、齊藤大祐、山本恒彦、久保田稔
第 60 回日本糖尿病学会年次学術集会 2017.5.18-20 名古屋市

2 型糖尿病の治療経過中に劇症 1 型糖尿病を発症した 1 症例
細江重郎、今田　侑、齊藤大祐、仁科周平、山本恒彦、久保田稔

第 54 回日本糖尿病学会近畿地方会 2017.11.11 大阪市

Daily DPP-4 阻害薬アログリプチンと Weekly DPP-4 阻害薬
トレラグリプチンの比較検討

齊藤大祐、細江重郎、今田　侑、仁科周平、山本恒彦、久保田稔
第 54 回日本糖尿病学会近畿地方会 2017.11.11 大阪市

2 型糖尿病患者における SGLT-2 阻害薬による膵β細胞機能へ
の影響について

今田　侑、細江重郎、仁科周平、山本恒彦、久保田稔
第 54 回日本糖尿病学会近畿地方会 2017.11.11 大阪市

2 型糖尿病患者におけるサルコペニアの特徴
竹内香里、細江重郎、今田　侑、仁科周平、山本恒彦、久保田稔

第 54 回日本糖尿病学会近畿地方会 2017.11.11 大阪市

講演会やテレビ出演

糖尿病性腎症の治療戦略 「血糖」
山本恒彦

STOP HYPERTENSION Seminar in 阪神 2017.1.21 尼崎市

1 型糖尿病の発症メカニズム〜免疫異常とβ細胞破壊〜
山本恒彦

第 5 回阪大 1 型糖尿病塾 2017.1.28 大阪市

糖尿病と不眠症
山本恒彦

第 3 回阪神医療圏エリア講演会 2017.2.2 大阪市

糖尿病の治療と療養指導の要点について
山本恒彦

平成 28 年度兵庫県労働衛生団体協議会研修会 2017.2.3 神戸市

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
との関係について

高野敬子
第 9 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2017.3.4 堺市

DPP-4 阻害薬と類天疱瘡
細江重郎

Diabetes Network Meeting 2017.4.7 大阪市

CVリスクを考慮した糖尿病治療〜大規模臨床研究から何を学
ぶのか？〜

山本恒彦
三田糖尿病フォーラム 2017.4.13 兵庫県

DPP-4 阻害薬の次の一手は
山本恒彦

糖尿病の薬物治療アルゴリズム 2017.5.13 大阪市

2 型糖尿病患者における SGLT-2 阻害薬の脂質代謝への影響に
ついて

今田　侑
第 9 回 RBC meeting 2017.5.13 西宮市

メトホルモンによる糖尿病治療〜最近の考え方について〜
山本恒彦

北阪神エリア最新の糖尿病薬物治療を考える  2017.6.17 川西市

高カルシウム血症へのアプローチ〜原発性副甲状腺機能亢進症
を中心に〜

仁科周平
第 7 回武庫川糖尿病カンファレンス 2017.6.29 尼崎市

重症低血糖症により救急搬送された 2 型糖尿病患者の臨床的
特徴の検討

細江重郎
第 20 回阪神糖尿病セミナー（HANDS） 2017.8.26 尼崎市

大血管障害抑制を目指した糖尿病治療戦略〜 SPEAD-A を日常
診療に活かす〜

山本恒彦
糖尿病 Web 講演会 2017.9.8 尼崎市

糖尿病の病態からその管理法まで
山本恒彦

神戸薬科大学兵庫生涯研修会 2017.9.10 神戸市

2 型糖尿病患者における SGLT-2 阻害薬の脂質代謝への影響に
ついて

今田　侑
糖尿病治療フォーラム in Hanshin 2017.10.12 西宮市

DPP-4 阻害薬と皮膚疾患との関係性について
細江重郎

第 4 回阪神南医療圏エリア講演会 2017.10.19 尼崎市
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持効型インスリン製剤トレシーバの入院導入アルゴリズムにつ
いて

仁科周平
Insulin Evening Seminar 2017.11.17 大阪市

CVリスクを考慮した糖尿病治療〜大規模臨床研究から何を学
ぶのか？〜

山本恒彦
DM Advanced Seminar in 東灘 2017.11.30 芦屋市

周術期の血糖管理方法について
細江重郎

Diabetes Meeting in Kanrou 2017.12.1 尼崎市

当院における糖尿病治療戦略
山本恒彦

糖尿病治療スモールミーティング 2017.12.2 大阪市

プラチナ製剤投与後に低 Ca 血症を来たした 1 例
今田　侑

Diabetes Network Meeting 2017.12.8 大阪市

主催した研究会

山本恒彦
第 7 回武庫川糖尿病カンファレンス 2017.6.29 尼崎市

山本恒彦
第 4 回糖尿病フレッシュカンファレンス座長 2017.10.20 尼崎市

山本恒彦
Diabetes Meeting in Kanrou 2017.12.1 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

糖尿病とうつ
多摩北部医療センター 峯山智佳先生

山本恒彦
第 3 回阪神医療圏エリア講演会 2017.2.2 大阪市

2 型糖尿病患者の治療に混合インスリン製剤をどう生かすか
池田病院 井田健一先生

山本恒彦
インスリン阪神カンファレンス 2017.2.9 西宮市

患者さんの目線から今日のインスリン治療を考える
坂出市立病院 大工原裕之先生

山本恒彦
インスリン阪神カンファレンス 2017.2.9 西宮市

糖尿病の療養指導の現状と今後の課題〜和歌山労災病院通院
患者のアンケート結果から〜
和歌山労災病院 中山眞砂美

山本恒彦
第 9 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2017.3.4 堺市

GLP-1 受容体作動薬ならではの血糖改善作用
北野病院 濵崎暁洋先生

山本恒彦
Incretin Forum in Amagasaki 2017.4.6 尼崎市

週 1 回 GLP-1 作動薬の特性〜当院の使用経験より考える〜
池田病院 井田健一先生

山本恒彦
Incretin Forum in Amagasaki 2017.4.6 尼崎市

糖尿病治療における SGLT2 阻害薬の今後の位置付け
横浜市立大学 寺内康夫先生

山本恒彦
尼崎糖尿病講演会 2017.4.27 尼崎市

人間ドック経年受診者における酸化ストレスとメタボリックファク
ターおよび高感度 CRP の変化の関係
大阪労災病院 奥田健先生

山本恒彦
第 11 回大阪糖尿病臨床カンファレンス 2017.4.29 大阪市

糖尿病ケトアシドーシスで入院後たこつぼ心筋症を発症した 1
型糖尿病の 1 例
国立病院大阪医療センター 益田貴史先生

山本恒彦
第 11 回大阪糖尿病臨床カンファレンス座長 2017.4.29 大阪市

2 型糖尿病における早期治療介入の重要性
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 金藤秀明先生

山本恒彦
糖尿病領域疾患啓発学術講演会 2017.9.14 尼崎市

インスリン治療 〜最近の話題〜
こすぎ内科クリニック  小杉圭右先生

山本恒彦
第 2 回糖尿病治療臨床検討座談会 2017.6.16 大阪市

実地診療が担う糖尿病患者のマネジメント
西宮市立中央病院 紅林昌吾先生

山本恒彦
糖尿病診療の現状と未来を考える会 2017.6.24 西宮市

患者に合わせたインスリン治療と基礎製剤の選択
西宮市立中央病院 紅林昌吾先生

山本恒彦
Insulin Expert Seminar 2017.6.27 西宮市

肥満 2 型糖尿病患者の薬物治療を見直す
大阪警察病院 安田哲行先生

山本恒彦
第 6 回 Diabetes Expert Meeting in Hanshin 2017.7.8 西宮市
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経口血糖降下薬服用中の 2 型糖尿病患者の治療満足度に及ぼ
す因子に関する検討
林医院 林功先生

山本恒彦
糖尿病治療の最適化を考える会 2017.7.15 西宮市

最新の 1 型糖尿病治療
徳島大学先端酵素研究所 黒田暁先生

山本恒彦
Type1 Diabetes Conference 2017.7.29 西宮市

日本人 2 型糖尿病の膵病理 Update
弘前大学分子病態病理学 八木橋操六先生

山本恒彦
兵庫県糖尿病フォーラム 2017.8.19 神戸市

エビデンスを獲得した緊急血行再建治療の現況
大阪大学神経内科学 藤堂謙一先生

山本恒彦
平成 29 年（第 49 回）二季会 2017.9.2 大阪市

実地医家における 2 次性糖尿病
たにぐちクリニック  谷口秀典先生

山本恒彦
糖尿病領域疾患啓発学術講演会 2017.9.14 尼崎市

糖尿病と皮膚障害
島根大学医学部皮膚科 森田栄伸先生

山本恒彦
第 4 回阪神南医療圏エリア講演会 2017.10.19 尼崎市

糖尿病性腎症の治療戦略
東京女子医科大学内科学 馬場園哲也先生

山本恒彦
兵庫県糖尿病フォーラム in 阪神エリア 2017.11.4 西宮市

DPP-4 阻害薬を投与中に発症した水疱性類天疱瘡の 3 症例
甲南病院 平野靖子先生

山本恒彦
第 54 回日本糖尿病学会近畿地方会 2017.11.11 大阪市

DPP-4 阻害薬 2 種類で皮疹出現もリナグリプチン使用可能で
あった 2 型糖尿病の 1 例
箕面市立病院 河田慶太郎先生

山本恒彦
第 54 回日本糖尿病学会近畿地方会 2017.11.11 大阪市

リナグリプチン投与後に水疱性類天疱瘡を来した 1 例
京都山城総合医療センター 澤井慎二先生

山本恒彦
第 54 回日本糖尿病学会近畿地方会 2017.11.11 大阪市

SGLT-2 阻害薬の合併症予防への期待と療養行動に与える影響
京都府立医科大学内分泌・代謝内科学 山崎真裕先生

山本恒彦
阪神糖尿病フォーラム 2017.11.18 西宮市

論文・著書 

Heritability of brain volume on MRI in middle to 
advanced age: A twin study of Japanese adults.

Lukies M,  Watanabe Y, Tanaka H, Takahashi H,
Ogata S,Omura K, Yorifuji S, Tomiyama N

PLoS One 12(4) :e0175800. doi: 10.1371/journal.pone.0175800. 
eCollection 2017, 2017

Frequency-dependent oscillatory neural profiles during 
imitation.

Sugata H, Hirata M, Tamura Y, Onishi H, Goto T, Araki T, 
Yorifuji S

Sci Rep  Apr 10(7) :45806. doi: 10.1038/srep45806, 2017

Frequency-specific genetic influence on inferior parietal 
lobule activation commonly observed during action 
observation and execution.

Araki T, Onishi M, Yanagisawa T, Hirata M, Watanabe Y, 
Ogata S, Hayakawa K, Honda C, Watanabe M, Iwatani Y, 

Yorifuji S
Sci Rep. 2017 Dec 15;7(1):17660. doi: 10.1038/s41598-017-17662-x.

Noninvasive spatiotemporal imaging of neural 
transmission in the subcortical visual pathway.

Yoshida F, Hirata M, Onodera A, Goto T, Sugata H, Yorifuji S
Sci Rep. 2017 Jun 30;7(1):4424. doi: 10.1038/s41598-017-04700-x

Non-invasive detection of language-related prefrontal 
high gamma band activity with beamforming MEG.

Hashimoto H, Hasegawa Y, Araki T, Sugata H, Yanagisawa T, 
Yorifuji S, Hirata M

Sci Rep. 2017 Oct 27;7(1):14262. doi: 10.1038/s41598-017-14452-3.

ALS の摂食嚥下障害を考える
野﨑園子

ALS ステーション ALS 最前線 Vol.5 2017.10.17

神経内科疾患における服薬障害
野﨑園子、桂木聡子、市村久美子、宮本　真、倉田なおみ

神経治療学 34(2): 112-116, 2017

【摂食嚥下障害 - 病態と最近のトピックス -】 薬と摂食嚥下障害
( 解説 / 特集 )

野﨑園子
神経内科 87(6): 620-625, 2017

【摂食嚥下障害リハビリテーション ABC＜増刊号＞】筋ジストロ
フィーと摂食嚥下障害

野﨑園子
Monthly Book Medical Rehabilitation 212: 189-197, 2017




