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●●
●● 腎臓内科
論文・著書

Impact of Lesion Morphology on Durability After 
Angioplasty of Failed Arteriovenous Fistulas in 
Hemodialysis Patients

Suemitsu K, Shiraki T, Iida O, Kobayashi H, Matsuoka Y,
 Izumi M, Nakanishi T

J Endovasc Ther. 25(5): 649-654, 2018

学会発表

急性腎不全を契機に発見され、化学療法により原疾患寛解と腎
機能回復を得た若年性多発性骨髄腫の 1 例
北村香奈子、今井淳裕、勝間勇介、尾崎晋吾、松岡佑季、大田南欧美、

末光浩太郎、橋本光司、和泉雅章
第 63 回兵庫県腎臓研究会 2018.3.24 神戸市

About Half of the Malnutrition Patients that can’t 
Walk and Use Temporary Vascular Access Catheter 
Die in the First year after Initial Vascular Access 
Creation. ～ Predicting One-year Mortality after Initial 
Vascular Access Creation ～

Matsuoka Y, Suemitsu K, Kitamura K, Katsuma K, Ozaki S,
 Ota N, Izumi M

European Renal Association – European Dialysis and Transplant 
Association 55th congress 2018.5.26 Copenhagen, Denmark

Arteriovenous graft in hemodialysis patients with 
impaired activity of daily living

Suemitsu K, Matsuoka Y, Kitamura K, Katsuma Y, Ozaki S,
 Ota N, Izumi M

ERA-EDTA 55th congress 2018.5.26 Copenhagen, Denmark

当院における慢性腎不全患者に合併した Crowned dens 
syndrome の検討
勝間勇介、松岡佑季、北村香奈子、尾崎晋吾、大田南欧美、末光浩太郎、

和泉雅章
第 61 回日本腎臓学会学術総会 2018.6.9 新潟市

微小変化型ネフローゼ症候群 (MCD) における治療開始時の急
性腎障害 (AKI) の関連因子の同定

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 61 回日本腎臓学会学術総会 2018.6.10 新潟市

血圧変動の少ない CHDF 回路交換方法の検討
田中弘晃、樫尾至誠、大山浩樹、弓削 聡、眞鼻和弘、福岡　博、

和泉雅章
第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.6.29 神戸市

血漿交換で軽快した Wilson 病による急性肝不全の 1 例
大田南欧美、須永紘史、北村香奈子、勝間勇介、尾崎晋吾、松岡佑季、

末光浩太郎、萩原秀紀、和泉雅章
第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.6.29 神戸市

病棟・透析室における透析患者の予防的フットケアの取り組み
～下肢保湿ケアの効果～

田尻朝子、松岡泰子、入江優子、立原敦美、渡邉光子、梅澤路絵、
和泉雅章

第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.6.30 神戸市

多発性硬化症に対して免疫吸着療法が有効であった１例
今井淳裕、古田　充、北村香奈子、勝間勇介、尾崎慎吾、松岡佑季、

大田南欧美、末光浩太郎、野崎園子、依藤史郎、和泉雅章
第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.6.30 神戸市

血液透析を併用した単純血漿交換施行時の Ca コントロールに
ついて

大山浩樹、樫尾至誠、田中弘晃、眞鼻和弘、和泉雅章
第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.6.30 神戸市

初回 Vascular Access 作製後の一年生命予後予測因子を検討
する
松岡佑季、北村香奈子、勝間勇介、尾崎晋吾、大田南欧美、末光浩太郎、

和泉雅章
第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.7.1 神戸市

ワークショップ バスキュラーアクセス超音波検査によるサーベ
イランス

末光浩太郎、松岡佑季、和泉雅章
第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.7.1 神戸市

ワークショップ AVF 静脈表在化の有用性
名波正義、倉賀野隆裕、中西　健、末光浩太郎

第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.7.1 神戸市

急性腎不全を契機に発見され化学療法により原疾患寛解と腎機
能回復を得た若年性多発性骨髄腫の 1 例
勝間勇介、北村香奈子、今井淳裕、尾崎晋吾、松岡佑季、大田南欧美、

末光浩太郎、橋本光司、和泉雅章
第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.7.1 神戸市

ワークショップ まだまだ活用できるエコーの実際
小林大樹、末光浩太郎、岩永　大

第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.7.1 神戸市

術後 AVG 血流量の予測式の検討
宮本雅仁、末光浩太郎、村上雅章、栗田宜明、佐藤和宏、末木志奈、

笹川　成
第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.7.1 神戸市

Rituximab 半年間隔投与中に、再発したステロイド依存性微小
変化型ネフローゼ症候群

松岡佑季、今井淳裕、島田直幸、松下泰祐、北村香奈子、勝間勇介、
大田南欧美、末光浩太郎、和泉雅章

第 48 回日本腎臓学会西部学術大会 2018.9.29 徳島市

倦怠感の原因が尿毒症ではなくLOH 症候群であった 1 例
大田南欧美、仁科周平、松下泰祐、島田直幸、今井淳裕、北村香奈子、

勝間勇介、松岡佑季、末光浩太郎、山本恒彦、和泉雅章
第 48 回日本腎臓学会西部学術大会 2018.9.29 徳島市
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Acuseal の内中膜が解離した症例
松岡佑季、末光浩太郎、宮本雅仁、今井淳裕、島田直幸、松下泰祐、

北村香奈子、勝間勇介、大田南欧美、和泉雅章
第 22 回日本アクセス研究会学術集会・総会 2018.10.14 広島市

シャント血流に腎保護作用がある！？多施設ランダム化試験の提
案

末光浩太郎、勝間勇介、和泉雅章
第 4 回 Osaka clinical research Meeting for kidney disease 2018.12.1 

大阪市

講演会やテレビ出演

VAIVT 治療の現状と DCB への期待
末光浩太郎

ＪＥＴ2018 2018.2.24 大阪市

腎臓内科による VAIVT
末光浩太郎

ＪＥＴ2018 2018.2.24 大阪市

PTA 総点検～ PTA で治らないのはナゼ？
末光浩太郎

第 90 回大阪透析研究会 2018.3.4 大阪市

あなたの作ったシャント不評かも！？
末光浩太郎

第 6 回関西血管外科クラブ 2018.3.17 大阪市

症例検討
末光浩太郎

第 5 回大阪 VAIVT 2018.4.14 大阪市

腎臓リハビリで元気！
大田南欧美

三上クリニック患者会 2018.4.22 尼崎市

バスキュラーアクセスを究める
末光浩太郎

第 46 回日本血管外科学会学術集会 2018.5.11 山形市

シャントを守る
末光浩太郎

第 31 回播但透析従事者研究会 2018.6.17 朝来市

非カフ型カテーテルの対称性先端形状を検証する
末光浩太郎

第 63 回日本透析医学会学術集会（ランチョンセミナー） 2018.6.29 神戸市

シャント PTA バルーン なぜ 4cm？
末光浩太郎

第 63 回日本透析医学会学術集会（ランチョンセミナー） 2018.6.30 神戸市

腹膜透析について
松岡佑季

腹膜透析セミナー 2018.7.9 尼崎市

TERUMO の進化
大田南欧美

テルモ社内セミナー 2018.7.13 大阪市

バスキュラーアクセスにおける Experience & Evidence
末光浩太郎

香川県 VAIVT 講演会 2018.7.14 香川県

How to make “Team PD”
松岡佑季

PD Dr Seminar 2018 2018.7.22 大阪市

ロードオブザリン（リンの管理について）
大田南欧美

バイエル社内セミナー 2018.8.6 神戸市

NO SAMSKA！NO LIFE！
大田南欧美

大塚製薬社内セミナー 2018.8.30 神戸市

透析室の感染対策について
和泉雅章

第 15 回 SHYBARA 研究会 2018.9.14 伊丹市

勤労者と腎疾患
和泉雅章

関労クラブ 2018 年度総会 2018.10.13 尼崎市

シャントを守る
末光浩太郎

六島クリニック患者会講演 2018.10.21 尼崎市

多発性嚢胞腎の診断と治療
大田南欧美

腎疾患ヤングセミナー 2018.11.13 尼崎市

シャント治療 ～ Experience & Evidence ～
末光浩太郎

愛媛バスキュラーアクセスセミナー 2018.11.24 愛媛県

basilic vein transposition の是非
末光浩太郎

VAC2018 2018.11.25 大阪市

座長を務めた学会・研究会

副甲状腺の気持ちがわかるカルシウム・リン代謝 -PTH のオシ
レーションを科学する - 
演者：今西康雄

和泉雅章
阪神 SHPT 治療研究会 2018.2.22 西宮市

腎不全治療における情報提供のあり方～ Shared Decision 
Making ～ 
演者：井上浩伸

和泉雅章
第 90 回大阪透析研究会（ランチョンセミナー） 2018.3.4 大阪市
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保存期慢性腎臓病患者の栄養指導におけるリン制限の指導につ
いて 
演者：熊代千鶴恵

和泉雅章
保存期 CKD-MBD 管理を考える会 2018.5.11 尼崎市

リンから見た CKD 
演者：重松 隆

和泉雅章
保存期 CKD-MBD 管理を考える会 2018.5.11 尼崎市

迷っていませんか？高齢者高血圧の個別化治療～健康長寿を目
指す具体策を考える～ 
演者：勝谷友宏

和泉雅章
第 10 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2018.5.24 尼崎市

教育講演ベーシック 腎疾患に関連して生じる眼疾患 
演者：五味 文

和泉雅章
第 63 回日本透析医学会 2018.6.29 神戸市

教育講演ベーシック 疫学研究から見た腎臓の眼 
演者：川崎 良

和泉雅章
第 63 回日本透析医学会 2018.6.29 神戸市

一般演題口演 セッション名 腎性貧血 1 （合計 6 演題） 
和泉雅章

第 63 回日本透析医学会 2018.6.29 神戸市

一般演題ポスター セッション名 VA/ スタッフ教育（合計 9 演題）
末光浩太郎

第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.7.1 神戸市

腹膜透析について 
演者：松岡佑季

和泉雅章
腹膜透析セミナー 2018.7.9 尼崎市

腹膜透析における訪問看護の実際 
演者：八津川栄子

和泉雅章
腹膜透析セミナー 2018.7.9 尼崎市

腹膜透析の在宅での手技について 
演者：武田ゆり子

和泉雅章
腹膜透析セミナー 2018.7.9 尼崎市

CKD-MBDじゃねーよ、Reno-Skeletal Syndrome だぜ 
演者：風間順一郎

和泉雅章
第 30 回兵庫県 CKD-MBD 懇話会 2018.9.15 神戸市

小倉記念病院における PD 療法の取り組み～高齢化社会に向け
た治療戦略～ 
演者：金井英俊

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～ 2018.9.21 大阪市

1 週間の NSAIDs 内服後に急性腎障害を認めた 1 例 
演者：才田宏奈

和泉雅章
第 11 回尼崎 CKD 病診連携の集い 2018.11.22 尼崎市

CKD 患者への腎臓リハビリテーションの実践とハードル 
演者：藤井直彦

和泉雅章
CKD とフレイルを考える夕べ 2018.11.29 西宮市
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講演会やテレビ出演

リンパ腫に関して
橋本光司

協和発酵キリン株式会社社員研修会 2018.11.30 尼崎市

論文・著書

A case of ectopic ACTH syndrome due to DDAVP-
sensitive but V1b receptor-negative bronchial typical 
carcinoid with lymphatic metastasis and plasma 
ProGRP elevation

山室　禎、永井泰紀、井上佳菜、東　大介、山本亜弥、岩田　隆、
中塚伸一、小原正治、山本恒彦

Endocrine Journal 65(12), 1161-1169, 2018

学会発表

特発性血小板減少性紫斑病の治療経過中に甲状腺クリーゼを発
症した 1 症例

細江重郎、今田　侑、仁科周平、今村宏樹、高松純平、山本恒彦
第 91 回日本内分泌学会学術総会 2018.4.26-28 宮崎市

ニボルマブ投与により原発性副腎不全をきたした緩徐進行 1 型
糖尿病の 1 例

今田　侑、細江重郎、仁科周平、山本亜弥、岩田　隆、山本恒彦
第 91 回日本内分泌学会学術総会 2018.4.26-28 宮崎市

プラチナ製剤により重篤な低カルシウム血症及び低マグネシウ
ム血症を呈した 1 例

仁科周平、今田　侑、細江重郎、山本亜弥、岩田　隆、山本恒彦
第 91 回日本内分泌学会学術総会 2018.4.26-28 宮崎市

2 型糖尿病における SGLT2 阻害薬による膵β細胞機能への影
響について

山本恒彦、細江重郎、今田　侑、仁科周平、久保田稔
第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会 2018.5.24-26 東京都

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

第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会 2018.5.24-26 東京都

当院における持効型インスリンデグルデクの導入、及び調整ア
ルゴリズムに関する検討

仁科周平、今田　侑、細江重郎、山本恒彦、久保田稔
第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会 2018.5.24-26 東京都

SGLT-2 阻害薬は 2 型糖尿病患者の肝機能、肝線維化指標を
改善させる

藤井浩平、高田真実、永田慎平、秦　誠倫、竹本有里、山本裕一、
山本恒彦、馬屋原豊、安田哲行

第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会 2018.5.24-26 東京都

妊娠糖尿病（GDM）における 1 点陽性と 2 点陽性患者の臨床
的特徴について

周　邦彦、今田　侑、仁科周平、山本恒彦、久保田稔
第 55 回日本糖尿病学会近畿地方会発表 2018.10.27 神戸市

2 型糖尿病におけるストレスと不眠症との関連について
清水裕行、岩崎　慧、川嵜英二、周　邦彦、今田　侑、仁科周平、

山本恒彦、久保田稔
第 55 回日本糖尿病学会近畿地方会発表 2018.10.27 神戸市

●●
●● 血液内科 ●●

●● 糖尿病内科
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講演会やテレビ出演

身近に潜む内分泌性高血圧症
仁科周平

糖尿病・内分泌疾患診療を考える会 in 尼崎 2018.2.15 尼崎市

健康寿命のための医療とは？～糖尿病患者を中心に～
山本恒彦

第 1 回多職種で尼崎の高齢者医療を考える会 2018.2.24 尼崎市

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

第 10 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2018.3.24 尼崎市

健康寿命を目指した糖尿病治療戦略～ DPP4 阻害薬と SGLT2
阻害薬を中心に～

山本恒彦
KOWA Web Conference 2018.4.5 大阪市

当院における持効型インスリンデグルデクの導入、及び調整ア
ルゴリズムに関する検討

仁科周平
第 11 回 RBC meeting 2018.5.10 西宮市

治療へのアドヒアランスを考慮した糖尿病治療とは
山本恒彦

第 12 回大阪糖尿病臨床カンファレンス 2018.5.12 大阪市

当院における持効型インスリンデグルデクの導入、及び調整ア
ルゴリズムに関する検討

仁科周平
第 12 回大阪糖尿病臨床カンファレンス 2018.5.12 大阪市

2 型糖尿病における SGLT2 阻害薬による膵β細胞機能への影
響について

山本恒彦
糖尿病治療臨床検討座談会 2018.5.17 大阪市

インスリンデグルデクの当院における入院導入アルゴリズムに
ついて

仁科周平
入院インスリン導入を考える会 2018.6.7 西宮市

健康長寿を目指した糖尿病治療戦略 ～ CV イベント抑制効果を
中心に～

山本恒彦
第 7 回なにわ生活習慣病カンファレンス 2018.6.9 大阪市

2 型糖尿病における SGLT2 阻害薬による膵β細胞機能への影
響について

山本恒彦
第 21 回阪神糖尿病談話会 2018.6.16 西宮市

ニボルマブ投与によりアジソン病を発症した SPIDDM の１症例
今田　侑

第 12 回大阪内分泌・代謝クリニカルカンファレンス（OEMCC） 2018.6.30 
大阪市

2 型糖尿病患者における注射製剤の位置づけ
山本恒彦

糖尿病治療研究会 2018.7.19 大津市

糖尿病と睡眠障害
山本恒彦

伊丹市医師会学術講演会 2018.8.2 伊丹市

インスリンデグルデクの当院における入院導入アルゴリズムに
ついて

仁科周平
第 2 回 Real Insulin Meeting 2018.8.7 大阪市

症例から学ぶ当院における糖尿病治療戦略
山本恒彦

糖尿病研修会 2018.9.1 尼崎市

心不全の治療経過中、SGLT-2 阻害薬の併用により顕著なケトー
シスに陥った肥満 2 型糖尿病の１症例

山本恒彦
第 66 回日本心臓病学会学術集会 2018.9.8 大阪市

糖尿病と睡眠障害
山本恒彦

第 7 回阪神診診連携懇話会 2018.9.22 西宮市

妊娠糖尿病（GDM）における 1 点陽性と 2 点陽性患者の臨床
的特徴について

周　邦彦
第 12 回 RBC meeting 2018.10.18 西宮市

糖尿病とメタボリック症候群 ～その診断と意義について～
山本恒彦

第 66 回日本職業・災害医学会学術大会 2018.10.20 和歌山市

インスリンデグルデクの当院における入院導入アルゴリズムに
ついて

仁科周平
Diabetes Seminar in 西宮 2018.11.1 西宮市

インスリンデグルデクの当院における入院導入アルゴリズムに
ついて

仁科周平
インスリン学術講演会 2018.11.14 神戸市

症例から学ぶ糖尿病治療 ～実際のとこどうなん ? ～
山本恒彦

糖尿病の薬物治療連携を考える会 in 尼崎 2018.11.29 尼崎市

インスリンデグルデクの当院における入院導入アルゴリズムに
ついて

仁科周平
Diabetes Update Conference 2018.12.5 西宮市

Flush Glucose Monitoring (FGM) について ～点から線の時
代へ～

山本恒彦
大阪臨床糖尿病同好会 2018.12.9 大阪市



6　関西労災病院　学術業績集

SGLT2 阻害薬における脂質代謝への影響について
今田　侑

DM Expert Conference 2018.12.14 西宮市

肺病変の組織像から IgG4 関連疾患を疑い、診断的ステロイド
治療が奏功した脳内炎症性偽腫瘍の 1 例

楠田将也、古田　充、岩田　隆、周　邦彦、今田　侑、仁科周平、
和泉雅章、山本恒彦

第 222 回日本内科学会近畿地方会 2018.12.15 大阪市

主催した研究会

原発性アルドステロン症の診断と治療
周　邦彦

第 8 回武庫川糖尿病カンファレンス 2018.7.12 尼崎市

糖尿病に合併する運動器障害のマネージメント～糖尿病患者を
骨まで愛してますか～ 
島根大学内科学  金沢一平先生

山本恒彦
第 8 回武庫川糖尿病カンファレンス 2018.7.12 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

汎用される併用療法 ～「糖尿病症候群」への挑戦～ 
市立伊丹病院 濱口朋也先生

山本恒彦
Diabetes Update in 阪神  2018.2.17 尼崎市

配合錠イニシンク錠の好敵症例を考える 
池田病院 井田健一先生

山本恒彦
尼崎市内科医会学術講演会 2018.3.1 尼崎市

今後の糖尿病治療における配合錠の意義 
東邦大学 熊代尚記先生

山本恒彦
尼崎市内科医会学術講演会 2018.3.1 尼崎市

実地診療に活かす新しい糖尿病エビデンス
西宮市立中央病院 紅林昌吾先生

山本恒彦
糖尿病治療 Update 2018.3.8 大阪市

妊娠と糖尿病  ～チームでどう関わる？私たちの奮闘日記～ 
大阪市立総合医療センター 熊野真美

山本恒彦
第 10 回関西糖尿病療養指導・看護研究会 2018.3.24 尼崎市

これからの糖尿病治療 ～インスリン製剤の役割～ 
順天堂大学 金澤昭雄先生

山本恒彦
DM Expert Conference 2018.4.20 西宮市

血糖日内・日差変動から考える、持効型インスリン製剤の選択
～当院の使用経験から～

山本恒彦
Diabetes Symposium 2018.5.31 尼崎市

2 型糖尿病患者の多様性 ～病理学の視点から～
山本恒彦

Diabetes Network Meeting 2018.6.1 大阪市

糖尿病腎症？CKD？DKD？～その対策～ 
大阪市立大学腎臓病態内科学 森克仁先生

山本恒彦
第 21 回阪神糖尿病セミナー（HANDS） 2018.9.8 尼崎市

基幹病院との病診連携 
たにぐちクリニック 谷口秀典先生

山本恒彦
糖尿病治療のめざすことは in 尼崎 2018.10.20 尼崎市

逆紹介後のコントロールの実際 
やまさきファミリークリニック 山前浩一郎先生

山本恒彦
糖尿病治療のめざすことは in 尼崎 2018.10.20 尼崎市

Flush Glucose Monitoring (FGM) 導入で低血糖が軽減した
1 例 
京都大学 革嶋幸子先生

山本恒彦
第 55 回日本糖尿病学会近畿地方会 2018.10.27 神戸市

当院における Flush Glucose Monitoring (FGM) 検査の使用
症例  
大津赤十字病院 榊健太郎先生

山本恒彦
第 55 回日本糖尿病学会近畿地方会 2018.10.27 神戸市

高齢発症１型糖尿病患者の自己管理にフリースタイルリブレが
有用であった 1 例   
西脇市立西脇病院 宮﨑順子先生

山本恒彦
第 55 回日本糖尿病学会近畿地方会 2018.10.27 神戸市

当院の高齢者治療の現状 ～認知機能障害の早期スクリーニン
グも含めて～ 
池田病院 池田弘毅先生

山本恒彦
兵庫県糖尿病フォーラム in 阪神エリア 2018.11.10 西宮市

糖尿病の移植治療 
京都大学 糖尿病・内分泌・栄養内科学 藤倉純二先生

山本恒彦
第 5 回糖尿病フレッシュカンファレンス 2018.11.30 西宮市




