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Ⅲ．研究業績

内　　科

学会・研究会等
１．被殻出血に合併し た難治性気胸に対し EWS による気管支充填術が有効であった１例
　　池田　徹、吉田俊昭、石田正之、古本朗嗣
　　第35回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会、飯塚市、 2012年3月2日～3月3日

２．長崎県における胸膜中皮腫の検討
　　吉田俊昭、池田　徹、柿内聡志
　　第52回日本呼吸器学会学術講演会、神戸市、 2012年4月20日～4月22日

３．長崎労災病院で経験した化膿性脊椎炎の検討
　　柿内聡志、池田　徹、川内安二、奥平　毅、小西宏昭、吉田俊昭、古本朗嗣、
　　森本浩之輔、有吉紅也
　　第86回日本感染症学会総会学術講演会、長崎市、 2012年4月25日

４．アレルギー性肉芽腫血管炎に合併した腸管嚢腫様気腫症に対し高気圧酸素療法を施行
した一例

　　村岡　徹、後藤貴史、福崎　誠
　　第13回九州高気圧環境医学会、佐世保市、 2012年6月23日

５．EBUS-TBNA がサルコイドーシスとの鑑別に有用であった珪肺症の１例
　　池田　徹、吉田俊昭、石田正之、森本浩之輔
　　第36回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会、那覇市、 2013年2月22日～2月23日

６．ソラフェニブ投与開始後に進行 (PD) であったが、投与を継続し7ヵ月以降に著明な腫
瘍縮小がみられた骨・肺に多発転移を伴う肝細胞癌の１例

　　山口東平、後藤貴史、福田祥子、村岡　徹、吉田俊昭
　　第301回日本内科学会九州地方会、長崎市、 2013年5月26日

７．急性膵炎で発症し、EUS-FNA が診断に有用であった非機能性膵内分泌腫瘍の一症例
　　城谷麻衣子、高橋孝輔、橋本さつき、福島真典、田淵真惟子、植原亮平、大場一生、
　　中島正洋、飛永修一、山口宏之
　　第96回日本消化器内視鏡学会九州支部例会、宮崎市、 2013年11月8日～11月9日

講演会・公開講座等

１．アスベスト関連疾患の診断と臨床について、アスベスト関連疾患の胸部画像の読影実
習

　　吉田俊昭、青江啓介
　　石綿関連疾患診断技術研修会、長崎市、 2012年2月11日

２．アスベスト関連疾患の臨床
　　吉田俊昭
　　佐賀産業保健推進連絡事務所産業医研修会、佐賀市、 2012年5月21日
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３．アスベスト関連疾患の診断と臨床について、アスベスト関連疾患の胸部画像の読影実習
　　吉田俊昭、岸本卓巳
　　石綿関連疾患診断技術研修会、佐世保市、 2012年11月17日

４．アスベスト関連疾患の胸部画像の読影実習
　　吉田俊昭
　　石綿関連疾患診断技術研修会、佐賀市、 2013年1月1２日

５．インフルエンザ対策
　　吉田俊昭
　　佐賀産業保健推進連絡事務所産業医研修会、唐津市、 2013年10月19日

６．アスベスト関連疾患の胸部画像の読影実習
　　吉田俊昭、加藤勝也
　　石綿関連疾患診断技術研修会、福岡市、 2013年10月25日
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Ⅲ．研究業績

循環器科

学会・研究会等

１．冠動脈疾患患者の長期予後に与える、インスリン抵抗性の影響
　　山佐稔彦、中冨大介、武藤成紀、春田真一、福川史生、園田浩一郎、　　　
　　松本雄二、新北浩樹、波多史朗
　　第43回県北臨床循環器懇話会、佐世保市、 2012年11月29日

２．リガスチグミン貼付剤によると思われる洞停止を呈した１症例
　　武藤成紀、中冨大介、山佐稔彦、矢野捷介、前村浩二
　　第300回日本内科学会九州地方会、福岡市、 2013年1月12日

講演・公開講座等

１．心血管インターベンションの現状とリスク管理における ARB の役割
　　山佐稔彦、中冨大介、武藤成紀
　　第28回長崎労災フォーラム、佐世保市、 2012年7月23日

２．冠動脈疾患と高インスリン血症
　　山佐稔彦、中冨大介、武藤成紀
　　第１回 EWTOPIA 75 – Kyushu 説明会 - IN 佐賀西 – 武雄市、 2012年9月20日

３．―抗凝固療法における病診連携をめざして―　症例検討２
　　山佐稔彦、中冨大介、武藤成紀
　　県北 Network Meeting、佐世保、 2012年11月12日

４．狭心症・心筋梗塞と動脈閉塞症
　　山佐稔彦、中冨大介、武藤成紀　
　　松浦市市民公開講座、松浦市、 2013年2月23日

５．働き盛りに起きる疾患　心筋梗塞　～病態と予防～
　　山佐稔彦、中冨大介、武藤成紀
　　佐世保医師会産業医部会総会講演会、佐世保、 2013年９月26日
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外　　科

著書・学術論文等

１．手術当日入院パスの運用による在院日数短縮の試み
　　岩田　亨
　　日本職業・災害医学会会誌　60：1、1-5、2012

２．Laparoscopic Repair of a Ventral Hernia
　　Using Composix E/X DualMesh at a Single Institusion
　　Shinichiro ONO, Yujo KAWASHITA，Kengo KANETAKA, Tohru IWATA

３．個別点数評価を用いた腹腔鏡下胆嚢摘出術修練における全国労災病院外科共同研究の成果
　　岩田　亨、森内博紀
　　日本職業・災害医学会会誌　61：105-110，2013

４．TAPP 法（単孔）
　　川下雄丈、今村一歩、古賀直樹、眞田雄市、東　尚、岩田　亨、松尾繁年
　　消化器外科　36(6)：951-957, 2013

学会・研究会

１．当科における腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術施行例の術後就労状況について
　　岩田　亨、川下雄丈、森内博紀、平山昂仙
　　平成23年度全国労災病院外科研究会　2012/1/13　川崎市

２．胃癌に対する膵頭十二指腸切除後の肝転移再発に対する反復肝切除の経験
　　川下雄丈、岩田　亨、森内博紀、平山昂仙
　　第33回九州肝臓外科研究会　2012/1/21　福岡市

３．EGF 受容体拮抗剤ベクティビックス単剤治療を行った再発大腸癌の1例
　　平山昂仙、森内博紀、川下雄丈、岩田　亨
　　第31回長崎 DOCC フォーラム　2012/2/4　長崎市

４．臍部ジグザグ切開による Reducsd Port Surgery
　　川下雄丈、岩田　亨、森内博紀、平山昂仙、蜂須賀丈博
　　第17回長崎内視鏡外科研究会／一般演題　2012/2/25　長崎市

５．腹腔鏡補助下に切除した虫垂粘液嚢胞腺腫の1例
　　森内博紀、平山昂仙、川下雄丈、岩田　亨
　　第17回長崎内視鏡外科研究会／一般演題　2012/2/25　長崎市

６．修練医が腹腔鏡下胆嚢摘出術を完遂できるタイミングはどこか？
　　岩田　亨、川下雄丈、森内博紀、平山昂仙
　　第17回長崎内視鏡外科研究会／主題　2012/2/25　長崎市
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Ⅲ．研究業績

７．Intrinsic subtype からみた転移・再発乳癌の検討
　　岩田　亨、森内博紀、平山昂仙、川下雄丈
　　第26回長崎乳腺研究会　2012/3/10　長崎市

８．マンモグラフィーを用いた当科における温存術後の乳房整容性評価
　　森内博紀、平山昂仙、川下雄丈、岩田　亨
　　第26回長崎乳腺研究会　2012/3/10　長崎市

９．切除不能再発大腸癌に対する panituzumab 単剤投与の2例
　　平山昂仙、森内博紀、川下雄丈、岩田　亨
　　第243回長崎外科集談会　2011/3/24　長崎市

10．乳管内乳頭腫に合併した非浸潤性乳管癌の1例
　　岩田　亨、平山昂仙、森内博紀、川下雄丈、藤澤弘之
　　第243回長崎外科集談会　2011/3/24　長崎市

11．全国労災病院外科共同研究の成果
　　岩田　亨、川下雄丈、久芳さやか、木下綾華、松島　肇
　　第112回日本外科学会定期学術集会　2012/4/12　千葉市

12．当科における大腸癌に対する Reduced Port Surgery の試み
　　川下雄丈、岩田　亨、久芳さやか、木下綾華、松島　肇
　　第112回日本外科学会定期学術集会　2012/4/12　千葉市

13．放射線治療を受けている乳癌患者の集団心理について考える
　　前川妃史、廣田淳子、岩田　亨、森内博紀、平山昂仙
　　第20回日本乳癌学会　2012/6/28-30　熊本市

14．ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ (MMG) の推移からみた当科における乳房温存術後の乳房変形について
　　森内博紀、平山昂仙、岩田　亨
　　第20回日本乳癌学会　2012/6/28-30　熊本市

15．閉経後 Luminal A 乳癌再発・転移例の検討
　　岩田　亨、森内博紀、平山昂仙、前川妃史、廣田淳子
　　第20回日本乳癌学会　2012/6/28-30　熊本市

16．悪性度の異なる虫垂粘液嚢胞腺癌の2切除例
　　甲　拡子、森内博紀、谷口　堅、岩田　亨
　　第35回長崎県北消化器癌研究会　2012/7/14　佐世保市

17． 2年間の S-1ベース化学療法終了後に肝転移巣再燃を来した胃癌肝転移の1例
　　岩田　亨、甲　拡子、森内博紀、谷口　堅
　　第35回長崎県北消化器癌研究会　2012/7/14　佐世保市

18．当院における大腸憩室炎手術症例の検討
　　森内博紀、平山昂仙、川下雄丈、岩田　亨
　　第66回日本消化器外科学会総会　2012/7/18-20　富山市
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19．バセドウ病術式の変遷についての検討　―長崎大学と長崎医療センターにおける手術経験―
　　前田茂人、南　惠樹、宇賀達也、林田直美、石垣　克
　　第45回日本甲状腺外科学会　2012/10/4-5　横浜市

20．フェソロデックス、アバスチン / パクリタキセル療法が奏効した再発性乳癌（肺、骨、
　　胸壁、リンパ節、脳転移）の1例
　　岩田　亨、谷口　堅、森内博紀、甲　拡子
　　第17回県北乳癌研究会　2012/12/15　佐世保市

21．「勤労者鼠径ヘルニア治療における腹腔鏡下手術の意義」
　　岩田　亨、谷口　堅、森内博紀、甲　拡子
　　第60回日本職業・災害医学会学術大会　2012/12/2　大阪府

22．腹腔鏡下手術は本当に低侵襲か？　―マイルス手術における検討―
　　岩田　亨、谷口　堅、森内博紀、甲　拡子
　　平成24年度全国労災病院外科研究会　2013/1/18　川崎市

23．胃癌術中腹腔洗浄細胞診の現状と展開
　　谷口　堅、森内博紀、甲　拡子、岩田　亨
　　第31回長崎 DOCC フォーラム　2013/2/9　長崎市
　　　
24．当科における TAPP 法による腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の現況
　　岩田　亨、甲　拡子、森内博紀、谷口　堅
　　第19回長崎内視鏡外科研究会　2013/2/16　長崎市

25．乳腺 Matrix producing carcinoma(MPC) の1例
　　甲　拡子、森内博紀、谷口　堅、岩田　亨
　　第10回日本乳癌学会九州地方会　2013/3/2　長崎市

26．当科におけるヘルニア嵌頓手術例の検討
　　岩田　亨、甲　拡子、森内博紀、谷口　堅
　　第244回長崎外科系集談会　2013/3/16　長崎市

27．当科における乳がん二次検診例の検討
　　森内博紀、甲　拡子、谷口　堅、岩田　亨
　　第27回長崎乳腺研究会　2013/3/23　長崎市

28．ホルモン感受性陽性・内分泌療法抵抗性の Life threatening metastasis に対してフェ
　　ソロデックス、アバスチン / パクリタキセル療法が奏効した2例
　　森内博紀、甲　拡子、谷口　堅、岩田　亨
　　第27回長崎乳腺研究会　2013/3/23　長崎市

29．ホルモンレセプター陽性乳癌の Life threatening visceralmetastasis に対する新規治療
　　（アバスチン / パクリタキセル、フェソロデックス）の効果
　　岩田　亨、谷口　堅、森内博紀、甲　拡子
　　第113回日本外科学会定期学術集会　2013/4/11-13　福岡市
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Ⅲ．研究業績

30．母親として大切にしていること　～臨床倫理 Jonsen の4分割法を活用して～
　　前川妃史、廣田淳子、岩田　亨、森内博紀
　　第20回日本乳癌学会　2013/6/27-29　浜松市

31．直腸肛門部悪性黒色腫の１例
　　川上悠介、森内博紀、谷口　堅、岩田　亨
　　第35回長崎県北消化器癌研究会　2013/7/13　佐世保市

32．急速に増大し気道狭窄をきたした甲状腺悪性リンパ腫の1例
　　岩田　亨
　　日本甲状腺外科学会学術集会　2013/9/27　名古屋市

33．より質の高い消化器外科周術期管理を目指して：初診時から行うリハビリテーション・
　　歯科との連携
　　谷口　堅
　　日本医療マネージメント学会　第13回長崎支部学術集会「診療の質を高めるチーム医
　　療の推進」第75回日本臨床外科学会総会
　　2013/2/23　大村市

34．チームで目指す質の高い消化器外科周術期管理：初診時から行うリハビリテーション・
　　歯科との連携
　　谷口　堅
　　第75回日本臨床外科学会総会　ワークショップ 01「周術期管理におけるチーム医療の
　　現状と展望」　2013/2/23　名古屋市

講演会・公開講座等

１．化学療法の有害事象：手足症候群とオキザリプラチンアレルギー
　　谷口　堅
　　長崎労災病院看護部講義　2012/5/10　佐世保市

２．胃癌化学療法について
　　谷口　堅
　　長崎国際大学薬学部学生講義　2012/6/15　佐世保市

３．快適な早期退院を目指して　―消化器外科周術期理学療法の成果を中心に―
　　谷口　堅
　　長崎労災病院リハビリテーション科・看護部講義　2012/6/25　佐世保市

４．頸部術後急性呼吸障害の管理
　　岩田　亨
　　長崎労災病院看護部講義　2012/6/26　佐世保市

５．快適な早期退院を目指して　―消化器外科周術期理学療法の成果を中心に―
　　谷口　堅
　　長崎労災病院リハビリテーション科・看護部講義　2012/8/19　佐世保市
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６．胃癌化学療法について
　　谷口　堅
　　長崎労災病院看護部講義　2012/8/31　佐世保市

７．胃癌化学療法について
　　谷口　堅
　　長崎国際大学薬学部学生講義　2012/10/18　佐世保市

８．消化器癌に対する抗腫瘍薬物療法の state of the art
　　谷口　堅
　　長崎国際大学薬学部６年生ゲノム創薬学講義　2013/6/25　佐世保市
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Ⅲ．研究業績

整形外科

著者・学術論文等

2012年
１．頚椎の術式選択　　
　　小西宏昭、奥平毅、久芳昭一、吉原智仁、古矢丈雄、山崎正志、藤由崇之 
　　関節外科 31巻：Page38,43 2012

２．頚椎前方除圧固定術　
　　小西宏昭、奥平 毅  
　　整形外科看護 Page 63,70 2012

３．頚椎の後方手術　　
　　小西宏昭、奥平毅
　　整形外科看護 Page 52,62 2012

４．脊椎損傷（骨折・脱臼）・脊髄損傷　　　
　　小西宏昭　
　　関節外科 31巻 Page 195,201 2012

５．K-line（－）型頸椎後縦靱帯骨化症に対する脊柱管拡大術と後方除圧固定術の手術成績
　　小西宏昭　古矢丈雄　山崎正志　藤由崇之　　
　　日本脊椎インストゥルメンテーション学会特集号　第3巻10号 Page1373-1376

６．頚椎 OPLL の術式選択　　
　　小西宏昭、奥平毅、久芳昭一、吉原智仁、古矢丈雄、山崎正志、藤由崇之
　　関節外科　31巻546,551 2012

７．チェンジャブルネックを有する THA の術前計画における ZedHip の有用性 
　　土井口祐一
　　HipJoint 38巻 130,133 2012

８．スムースラスプ手技による Synergy taperd stem を用いた THA の試み
　　土井口祐一
　　日本人工関節学会誌42巻41,42 2012

９．若年者の化膿性脊椎炎の２例　
　　奥平毅、小西宏昭
　　整形外科と災害外科 218-222 2012
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10．CBT(cortical bone trajectory)screw を用いて脊椎後側方固定術を行った3例　　　　
　　野口智恵子、日浦健、山根宏敏、奥平毅、小西宏昭　
　　整形外科と災害外科 61巻　P192　2012

11．大腿骨転子部骨折に対する Alexa nail の術後 X 線学的検討
　　～回旋予防 screw を併用した症例について～　
　　西野雄一朗、土井口祐一、石井孝子、中島武馬、野口智恵子、杉山健太郎 
　　増田賢一、宮路剛史、田口勝規　
　　整形外科と災害外科　61巻 P125 2012

2013年
１．知っておきたい腰痛の知識　　　
　　小西宏昭、松平浩、三好光太
　　季刊ろうさい　1-10　2013

２．Curved periacetabular osteotomy の術後短期成績　
　　土井口祐一、石井孝子
　　Hip Joint 39巻 322,325  2013

３．ビスフォスホネート長期内服患者における非定型大腿骨骨折についての検討
　　杉山健太郎、土井口祐一、太田真悟、野村賢太郎、石井孝子、杉谷勇二、田口勝規
　　整形外科と災害外科 62巻 18,21  2013

４．大腿骨頚部骨折に対する Dual SC System の治療経験 
　　石井孝子、土井口祐一、杉谷勇二、杉山健太郎
　　骨折　35巻 238,242  2013

５．大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭の適応と問題点　
　　土井口祐一
　　関節外科　32巻 834 , 841  2013

６．大腿骨転子部骨折に対する Alexa nail の術後Ｘ線学的検討
　　～回旋予防 screw を併用した症例について～
　　西野雄一朗、土井口祐一、石井孝子、中島武馬、野口智恵子、杉山健太郎 
　　増田賢一、宮路剛史、田口勝規
　　整形外科と災害外科 62巻557,561  2013

７．大腿骨転子部骨折に対する Alexa nail の術後Ｘ線学的検討
　　～回旋予防 screw を使用しなかった症例について～ 
　　中島武馬、土井口祐一、石井孝子、西野雄一朗、野口智恵子、杉山健太郎 
　　増田賢一、宮路剛史、田口勝規
　　整形外科と災害外科 62: 巻562,565  2013
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Ⅲ．研究業績

８．SL-PLUS stem と SL-PLUS MIA stem の挿入アライメント比較と短期成績 
　　石井孝子、土井口祐一
　　日本人工関節学会誌43　97,98  2013

９．再発ヘルニアに対する MED のポイント　
　　奥平毅、小西宏昭　
　　脊椎内視鏡下手術　第1版180　2013

学会・研究会等

2012年
１．分類から見た神経損傷を伴う腰椎損傷の手術治療
　　小西宏昭
　　第85回日本整形外科学会　京都市　2012.5.17　　

２．骨粗鬆症性椎体骨折に対する外科的治療戦略
　　小西宏昭
　　第123回西日本整形・災害外科学会　北九州市　2012.6.2
　 
３．大腿骨外顆に Bone Marrow Edema Pattern を呈した2例
　　田口勝規、杉谷勇二　　
　　九州膝関節研究会  2012年3月

４．大腿骨外顆に Bone Marrow Edema Pattern を呈した2例
　　田口勝規、杉谷勇二　　
　　JOSKAS　2012 年7月

５．肘関節脱臼に遠位橈尺関節脱臼を合併した稀な1例　
　　角光宏、吉居啓幸
　　第33回九州手外科研究会　沖縄　2012, 2,4

６．掌側ロッキングプレートで加療した橈骨遠位端骨折の術後合併症　
　　角光宏
　　第55回日本手外科学会　　横浜　2012, 4/19-20

７．スムースラスプ手技による Synergy taperd stem を用いた THA の試み 
　　土井口祐一
　　第42回日本人工関節学会　沖縄　2012. 2/24-25
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８．長崎労災病院における IBBC の経験 
　　土井口祐一
　　第7回超長期耐用をめざしたインプラントと骨との固着を語る会　
　　大阪　2012.3/10

９．ビスフォスホネート長期内服患者における非定型大腿骨骨折についての検討
　　杉山健太郎、土井口祐一
　　第123回西日本整形・災害外科学　北九州　2012. 6/2-3

10．大骨頭径を用いた Metal-on-metal THA 後の ARMD により再置換術を行った1症例 
　　土井口祐一、石井孝子、杉山健太郎、野村賢太郎、中島武馬、杉谷勇二、田口勝規
　　第92回長崎整形外科懇話会　長崎 , 2012. 6/9

11．Dual SC System を用いた大腿骨頸部骨折の治療経験 
　　石井孝子、土井口祐一、杉谷勇二、田口勝規
　　第37回日本骨折治療学会　東京　2012. 7/1-2

12．THA2 
　　土井口祐一
　　第124回西日本整形・災害外科学会  2012. 11/17-18 　大分

13．大腿骨転子部骨折に対する Alexa nail の術後Ｘ線学的検討
　　～回旋予防 screw を使用しなかった症例の検討～ .
　　中島武馬、土井口祐一、石井孝子、西野雄一朗、野口智恵子、杉山健太郎 
　　増田賢一、宮路剛史、田口勝規
　　第124回西日本整形・災害外科学　大分　2012. 11/17-18

14．長崎労災病院で経験した化膿性脊椎炎の検討    　　　　　　　　　　　
　　柿内聡志、池田徹、川内安二、奥平毅、小西宏昭、吉田俊昭、古本朗嗣 
　　森本浩之輔、有吉紅也
　　第86回日本感染症学会学術集会　長崎　2012.4/25-26

15．後十字靱帯脛骨付着部裂離骨折に対する治療　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　杉谷勇二、田口勝規
　　第４回　西日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会　沖縄 7/19-7/21 2012

16．掌側 Barton 骨折に対する事例　ロッキングプレートの治療成績
　　本田祐造　
　　九州手外科研究会（第33回）（沖縄）　2012年2月
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Ⅲ．研究業績

17．Guyon 管症候群 5例の治療経験
　　本田祐造  
　　第124回西日本整形　（大分）2012年11月

18．CBT(cortical bone trajectory)screw を用いて脊椎後側方固定術を行った3例　　　　
　　野口智恵子、日浦健、山根宏敏、奥平毅、小西宏昭　
　　第124回西日本整形・災害外科学会学術集会 別府2012.11/17-11/18

19．大腿骨転子部骨折に対する Alexa nail の術後 X 線学的検討
　　～回旋予防 screw を併用した症例について～　
　　西野雄一朗、土井口祐一、石井孝子、中島武馬、野口智恵子、杉山健太郎 
　　増田賢一、宮路剛史、田口勝規
　　第124回西日本整形・災害外科学会 別府2012.11/17-11/18

学会・研究会等

2013年
１．骨粗鬆症性椎体骨折に対する外科的治療と薬物療法の話題　
　　小西宏昭
　　第39回　日本骨折治療学会　2013.6.29　福岡

２．特異的腰痛と非特異的腰痛それぞれの治療戦略　
　　小西宏昭
　　第12回　北九州疼痛治療研究会 北九州 2013.7.5

３．高齢者脊柱変形の治療と問題点
　　小西宏昭
　　第52回　広島脊椎・脊髄セミナープログラム　広島 2013.11.16

４．大骨頭径を用いた Metal-on-Metal THA 後の ARMD により再置換術を行った2症例 
　　土井口祐一、石井孝子
　　第43回日本人工関節学会　京都 2013. 2/22-23

５．セメントレス楔状テーパーステムである SL-PLUS stem と SL-PLUS MIA stem の挿入
　　アライメント比較 
　　石井孝子、土井口祐一
　　第43回日本人工関節学会　京都  2013.2/22-23

６．チェンジャブルネックを用いたセラミックオンセラミック THA の術後短期成績 
　　石井孝子、土井口祐一
　　第8回超長期耐用をめざしたインプラントと骨との固着を語る会 
　　大阪 2013. 3/19
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７.  3次元骨モデルを作成し Regenerex augument を用いて人工股関節再置換術を行った1例
　　土井口祐一、石井孝子、中島武馬、宮路剛史、本田祐造、杉山健太郎       
　　野口智恵子 田口勝規 小西宏昭 
　　第94回長崎整形外科懇話会　長崎　2013. 5/18

８．インプラント周囲骨折についての検討 
　　石井孝子、土井口祐一 
　　第125回西日本整形・災害外科学　久留米　2013. 6/2-3

９．大腿骨転子部・転子下骨折に対する IPT long nail の治療成績 
　　中島武馬、土井口祐一、石井孝子、西野雄一朗、本田祐造、宮路剛史、田口勝規
　　第125回西日本整形・災害外科学　久留米　2013. 6/2-3

10．大腿骨転子部骨折に対する Alexa nail の治療成績 
　　杉山健太郎、土井口祐一、石井孝子、中島武馬、西野雄一朗、野口智恵子 
　　増田賢一、宮路剛史
　　第38回日本骨折治療学会　久留米　2013. 6/28-29

11．チェンジャブルネックを用いた THA における術後脱臼の検討
　　土井口祐一、石井孝子、中島武馬、宮路剛史、本田祐造、山田周太 
　　竹内潤、北原博之、前田和成、小西宏昭
　　第126回西日本整形・災害外科学　山口　2013. 11/9-10

12．チェンジャブルネックを用いたセラミックオンセラミック人工股関節全置換術の術後
短期成績 

　　土井口祐一、石井孝子
　　第40回日本股関節学会 広島　2013. 11/29-30

13．強直股に転子下骨折を合併した例に対して一期的に THA を行った1症例 
　　石井孝子、土井口祐一
　　第40回日本股関節学会 , 広島 , 2013. 11/29-30

14．小児足関節の骨軟骨腫に続発した滑膜性骨軟骨腫症の１例　　
　　宮路剛史、増田賢一、田口勝規
　　第５回日本関節鏡・膝・スポーツ・整形外科学会　
　　札幌コンベンションセンター 2013.6.20

15．腰椎椎間板による脊椎不橈性の評価
　　日浦　健
　　第22回脊椎インストゥルメンテーション学会 高知2013.10.24-26　
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Ⅲ．研究業績

16．診断に難渋した far-out syndrome の1例
　　日浦健
　　第80回西日本脊椎研究会　福岡2013.11.8

17．尺骨急性塑性変形に合併した小児頭骨頭脱臼の治療経験
　　本田祐造、角光宏
　　第126回西日本整形外科学会　宇部　2013.11/9

講演会・研究会等

2012年
１．骨粗鬆症における外科的治療　
　　小西宏昭
　　東彼杵郡医師会火曜会生涯教育講座　2012.1.10

２．頸椎後彎（頸椎 OPLL を含む）合併した頸椎症の治療 K-line を用いた治療指針　　
　　小西宏昭
　　神戸　2012.1.21 

３．第24回 SAGA　SPINE　ASSOCISTION OPLL に対する手術戦略　　　　　
　　小西宏昭
　　佐賀市　2012.2.14

４．平成24年市整会骨粗鬆症に関連した脊椎椎体骨折の治療バリエーション　
　　小西宏昭
　　大阪市　2012.3.3

５．脊椎領域における医療事故の予防と対応　　
　　小西宏昭
　　第52 回　関東整形災害外科学会　　横浜市　2012.3.23

６．胸腰椎損傷　　　　　　
　　小西宏昭
　　第10回日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄病研修コース福岡市　2012.4.22

７．骨粗鬆症性椎体骨折の治療チャートについて　　
　　小西宏昭
　　第13回神奈川骨折治療研究会　
　　横浜市　2012.6.9
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８．骨粗鬆症性椎体骨折の現況　  
　　小西宏昭
　　第38回日本骨折治療学会            
　　東京都　2012.6.29

９．「人工関節置換術の進歩～周術期のリスクマネジメントから VTE 発生抑制まで」
　　土井口祐一
　　メディカルトリビューン座談会 福岡　2012. 9/1

10．「整形外科領域における最新知識と周手術期看護ケアポイント」
　　土井口祐一
　　日総研　福岡　2012. 9/9

講演会・研究会等

2013年
１． 「脊椎脊髄治療におけるピットホール」　　　
　　小西宏昭
　　第29回高知脊椎脊髄病セミナー2013.7.19

２． 「脊椎再手術から学ぶこと」　　
　　小西宏昭
　　第３０回日本整形外科学会　立山セミナー　富山　2013.7.27

３．脊椎術後の MRSA 感染症治療
　　小西宏昭
　　整形外科Ｗｅｂ講演会
　　佐世保　2013.7.31

４．「姿勢について」　　
　　小西宏昭
　　第１回学校保健委員会佐世保　2013.11.14
　
５．「高齢者脊柱変形の治療と問題点」
　　小西宏昭
　　第５２回広島脊椎・脊髄セミナー
　　広島県　2013.11.16

６．成長期の膝関節障害についての最近の話題 
　　田口勝規
　　佐世保医師会整形外科医会      佐世保医師会館　2013.4.25
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Ⅲ．研究業績

７．「骨粗鬆症治療の現況」；骨粗鬆症の薬物治療
　　～大腿骨近位部骨折治療を行っている立場から～
　　土井口祐一
　　第30回長崎労災フォーラム  佐世保市  2013.3/12

８．Hip & Knee Users Forum 2013　「Cup Positioning and Dislocation」
　　土井口祐一
　　東京　 2013. 7/13-14
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形成外科

著書・学術論文等

１．高齢者熱傷
　　今泉敏史　西村剛三
　　熱傷治療マニュアル
　　田中　裕　編著　p339～347　中外医学社　東京　2013

学会・研究会等

１．入院中、精神症状が出現、悪化し転院を余儀なくされた熱傷患者2症例の経験
　　近藤加代子　桑原　郁
　　第22回日本熱傷学会九州地方会　佐賀　2012年2月25日

２．褥瘡に合併して発症した続発性アミロイドーシスの1例
　　近藤加代子　桑原　郁
　　日本形成外科学会九州支部学術集会第88回例会　福岡　2012年3月10日

３．乳頭状汗腺腫（Hidradenoma papilliferum）の1例
　　今泉敏史　長谷川叔子
　　第94回長崎県形成外科懇話会　松江　2012年11月24日

４．乳頭状汗腺腫（Hidradenoma papilliferum）の1例
　　長谷川叔子　今泉敏史
　　第92回九州・沖縄形成外科学会　福岡　2013年7月6日

５．当科における1年間の外傷性異物症例の検討
　　今泉敏史　長谷川叔子
　　第96回長崎県形成外科懇話会　唐津　2013年11月23日
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脳神経外科

論文

2012年
　　Perimesencephalic SAH
　　陶山一彦、 永田 泉
　　脳卒中診療　こんなときどうする Q&A [ 改訂2版 ]、 中外医学社、 東京、 pp.322-325、 2012

学会発表

2012年
１．脳動静脈奇形および脊髄血管病変に対する直達手術における動注 ICG 造影の有用性 (Bc 有 )
　　陶山一彦、福田修志、福田雄高、出端亜由美、堀江信貴、角田圭司、林　健太郎、
　　永田　泉
　　日本脳神経外科学会第71回学術総会　（2012.10.19、大阪市）

２．高位内頚動脈狭窄症に対する頚動脈内膜剥離術（CEA) の経験
　　出雲　剛、梅野哲也、廣瀬　誠、白川　靖、松尾義孝、横山博明
　　第109回県北神経懇話会（2012.5.15、佐世保市）

３．脳底動脈先端部近傍動脈瘤に対する開頭クリッピング術の経験
　　出雲　剛、大塚宗廣、奥永知宏、吉岡　努、横山博明
　　第108回県北神経懇話会（2012.1.17、川棚）

４．発症から短期間で脳出血をきたした海綿静脈洞部動静脈瘻の１例
　　松尾義孝、梅野哲也、廣瀬　誠、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第112回日本脳神経外科学会九州支部会　（2012.9.29、北九州市）

５．中枢神経原発リンパ腫 (PCNSL) の１例
　　松尾義孝、梅野哲也、廣瀬　誠、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第43回佐世保脳神経外科医会　（2012.11.6、佐世保市）

６．Enterprise VRD を用いて治療した大型紡錘状内頚動脈 C1/2部動脈瘤の１例
　　松尾義孝、梅野哲也、廣瀬　誠、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第30回長崎脳神経外科研究会　（2012.12.15、長崎市）

７．Intraparenchymal cystic meningioma の１例
　　梅野哲也、廣瀬　誠、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第42回佐世保脳神経外科医会　（2012.6.26、東彼杵郡川棚町）　

８．感染性心内膜炎の１例
　　梅野哲也、廣瀬　誠、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第110回長崎県北神経懇話会　（2012.12.4、佐世保市）　　　
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論文

2013年
　　Monitoring brain tissue oxygenation during cerebrovascular surgery. 
　　Suyama K, Nagata I
　　Intraoperative neuromonitoring edited by CM Loftus pp89-94, 
　　Mc Graw Hill Education 2013 

学会発表

2013年
１．脳梗塞とは
　　陶山一彦
　　松浦市市民公開講座 「脳梗塞とその周辺」（2013.2.23、松浦市） 

２．高齢者における未破裂脳動脈瘤の臨床像 　―Nagasaki SAH registry から―
　　陶山一彦、堤　圭介、上之郷眞木雄、横山博明、永田　泉
　　第38回日本脳卒中学会総会（2013.3.21、東京）

３．破裂脳動脈瘤症例におけるコイル塞栓術後の開頭クリッピング
　　陶山一彦、松尾義孝、堀江信貴、林健太郎、永田　泉
　　第42回日本脳卒中の外科学会（2013.3.23、東京）

４．脳卒中患者の全身管理　―脳神経外科医の立場から―
　　陶山一彦
　　ストップ NO 卒中（2013.8.24、長崎市）

５．高齢者における未破裂脳動脈瘤の臨床像
　　陶山一彦、堤　圭介、上之郷眞木雄、横山博明、永田　泉
　　第72回日本脳神経外科学会総会（2013.10.18、東京）

６．脳神経外科領域における抗血栓療法
　　陶山一彦
　　血栓形成予防戦略（2013.11.27、長崎市）

７．小脳橋角部 solitary fibrous tumor の1例
　　松尾義孝、定方英作、廣瀬　誠、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第111回長崎県北神経懇話会（2013.3.15、佐世保市）

８．抗凝固療法の適切な普及のために
　　松尾義孝
　　長崎県北地区ネットワークミーティング（2013.12.6、佐世保市）
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９．多発性脳動脈瘤を合併した症候性頸部頸動脈狭窄症に対して一期的に治療した1例
　　松尾義孝、定方英作、廣瀬　誠、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第31回長崎脳神経外科研究会　（2013.12.21、長崎市）

10．抗凝固療法中患者の心原性脳塞栓症発症について
　　廣瀬　誠、梅野哲也、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第38回日本脳卒中学会総会　（2013.3.21、東京）

11．こわい頭痛とめまいについて
　　廣瀬　誠
　　第3回市民のみなさまの健康講座 （2013.11.19、佐世保市）

12．脳動脈瘤手術の基本手技　―破裂前交通動脈瘤と併発未破裂中大脳動脈瘤に対するク
　　リッピングを例に―
　　廣瀬　誠
　　長崎くも膜下出血研究会 （2013.11.25、長崎市）

13．高齢者に発生した多形黄色星細胞腫の1例
　　定方英作、廣瀬　誠、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第45回佐世保脳神経外科医会 （2013.6.1、佐世保市）

14．高齢者に発生した多形黄色星細胞腫の1例
　　定方英作、廣瀬　誠、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第114回日本脳神経外科学会九州支部会　（2013.6.22、大分市）

15．当院における抗凝固療法中の頭蓋内出血について
　　定方英作、廣瀬　誠、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第46回佐世保脳神経外科医会　（2013.8.27、佐世保市）

16．当科における抗凝固療法に伴う出血合併症
　　定方英作、廣瀬　誠、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第21回長崎救急医学会　（2013.9.7、佐世保市）

17．当科で経験した Trousseau 症候群の3例
　　定方英作、廣瀬　誠、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第47回佐世保脳神経外科医会（2013.12.4、佐世保市）

18．当科で治療した CCF の2例
　　定方英作、廣瀬　誠、松尾義孝、白川　靖、陶山一彦、横山博明
　　第113回長崎県北神経懇話会（2013.12.10、佐世保市）
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放射線科

著書，学術論文等

2012年
１．第4章 関節の外傷と障害：20 内側上顆炎、 外側上顆炎、 21 離断性骨軟骨炎 22 肘部管症候群
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　上谷雅孝、長崎大学大学院医歯薬総合研究科放射線診断治療学
　　骨軟部画像診断のここが鑑別のポイント（第2版）、羊土社、 68-73、 2012

2013年
１．骨軟部ケース6 Segond 骨折を見つけたら・・・？
　　骨軟部ケース7 大腿骨頭の骨髄浮腫：何を考える？
　　骨軟部ケース8 手指骨びらん、さまざまな疾患で見られますが、鑑別のポイントは？
　　骨軟部ケース9 手根関節脱臼・不安定症：診断のポイントは？
　　骨軟部ケース10 腱板断裂：腱板の状態は？付随所見は？
　　骨軟部ケース11 小児の肘外傷：見逃さないためのポイントは？
　　川原康弘，長崎労災病院放射線科
　　上谷雅孝，長崎大学大学院医歯薬総合研究科放射線診断治療学
　　ケースレビュー：画像診断必修知識習得のための指導医と研修医の問答集、メディカ
　　ルビュー社、178-191、2013

２．13膝関節：13.1破格・先天奇形、13.2膝関節周囲の滑液包と滑液包炎、13.3骨軟骨病変
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　関節の MRI　第2版、メディカル・サイエンス・インターナショナル、543-567、 2013

３．骨軟部：骨軟部領域の標準的撮像法
　　CQ142 頸椎症性脊髄症の診断に MRI を推奨するか？
　　CQ143 頸椎症性脊髄症・神経根症の診断に脊髄造影を推奨するか？
　　CQ144 腰椎椎間板ヘルニアの診断に MRI を推奨するか？
　　CQ145 腰椎椎間板ヘルニアの診断に脊髄造影、椎間板造影を推奨するか？
　　CQ146 肩関節の腱板損傷の診断に MRI を推奨するか？、MR 関節造影は必要か？
　　CQ147 肩関節の関節唇損傷の診断に MRI を推奨するか？、MR 関節造影は必要か？
　　CQ148 関節リウマチの診断に手関節 MRI を推奨するか？
　　CQ149 大腿骨頭壊死症の診断にどの画像診断を推奨するか？
　　CQ150 膝関節の半月板・十字靱帯損傷の診断に MRI を推奨するか？
　　CQ151 骨腫瘍・腫瘍類似病変の診断に MRI を推奨するか？
　　CQ152 軟部腫瘍・腫瘍類似病変の診断に MRI を推奨するか？造影 MRI は必要か？
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　画像診断ガイドライン　2013年版、金原出版株式会社、426-467

４．画像診断ガイドライン2013について　―ガイドラインの作成を終えて―
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
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　　JCR ニュース，No.193，13-14，2013

５．SLAP 病変と腱板疎部　―上腕二頭筋障害を含めて―
　　山口哲治、長崎大学大学院医歯薬総合研究科放射線診断治療学
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　上谷雅孝、長崎大学大学院医歯薬総合研究科放射線診断治療学
　　画像診断、vol 33，No 2、184-195、2013

６．X 線・核医学検査　―2．CT―、Chapter 5 骨転移の診断
　　山口哲治、長崎大学大学院医歯薬総合研究科放射線診断治療学
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　上谷雅孝、長崎大学大学院医歯薬総合研究科放射線診断治療学
　　伊藤昌子、長崎大学病院メディカル．ワークライフバランスセンター
　　癌と骨、メディカルレビュー社、199-205，2013

学会・研究会など

2012年
１．プラスワンシーケンス　―骨軟部―
　　第31回東京 MRI 研究会
　　2012-7-14、東京

２．脊椎の退行性疾患
　　第48回日本医学放射線学会秋期臨床大会
　　2012-9-30、長崎

2013年
１．MRI を用いた健常肘における伸展位より屈曲位での尺骨神経の移動の検討 
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　第24回骨軟部放射線研究会，2013-1-26、沖縄

２．腰椎の変性疾患
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　第24回骨軟部放射線診断セミナー，2013-8-2、東京

３．スポーツ障害 vs 変形性関節症（アスリート vs 高齢者）―膝―
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　第49回日本放射線医学秋季臨床大会，2013-10-13、名古屋

４．画像診断ガイドライン―ガイドライン CQ 紹介―骨軟部―
　　川原康弘、長崎労災病院放射線科
　　第49回日本放射線医学秋季臨床大会、2013-10-13、名古屋
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その他社会活動等

　　日本骨軟部放射線研究会世話人
　　日本医学放射線学会画像診断ガイドライン委員会委員
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麻　酔　科

論　文

＜英論文＞
１．Terao Y, Ichinomiya T, Higashijima U, Tanise T, Miura K, Fukusaki M, 
　　Sumikawa K.
　　Comparison between propofol and dexmedetomidine in postoperative sedation after 

extensive cervical spine surgery.
　　J Anesthesia 2012; 26: 179-186.

２．Terao Y, Toyoda T, Oji M, Higashijima U, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　The interaction of low-dose droperidol with propofol on QTc interval during 

anesthetic induction. Anesth Analg 2012: (Supplement) S-56. 

３．Araki H, Fukusaki M, Okada M, Terao Y, Sumikawa K.
　　Does intravenous lidocaine reduce postoperative sore throat after laryngeal mask 

airway? Anesthesiology 2012; 112 (Supplement) FA-A 2089.

４．Matsumoto S, Terao Y, Sakai A, Araki H, Okada M, Fukusaki M, 
　　Sumikawa K.. Brain natriuretic peptide is a predictor of perioperative adverse 

cardiac events in aged patients undergoing hip fracture surgery.
　　Anesthesiology 2012; 112 (Supplement) FA-A 1998.

５．Sakai A, Terao Y, Fukusaki M, Sumikawa K.. A comparison of the effects 
　　of remifentanil and fentanyl on the QTc interval during propofol induction.
　　Anesthesiology 2012; 112 (Supplement) FA-A 1325.

６．Fukusaki M, Miura K, Okada M, Araki H, Terao Y, Sumikawa K.
　　Objective assessment with salivary alpha-amylase activity of the effects of stellate 

ganglion block in the patients with cervical radiculopathy.
　　Eur J Anaesthegiol 2012; 29 (Supplement): 14AP7, 170.

７．Araki H, Fukusaki M, Okada M, Sakai A, Matsumoto S, Terao Y. 
　　Sumikawa K. Comparative efficacy of levobupivacaine and ropivacaine for epidural 

block in outpatients with degenerative spinal disease.
　　Pain 2012 (Supplement); PW348,52.

８．Fukusaki M, Miura K, Terao Y, Sumikawa K. Objective assessment with 
　　salivary alpha-amylase activity of the effects of selective nerve root block in the 

patients with sciatica. Pain 2012 (Supplememt); PW321,50.
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＜著書＞
１．福崎　誠　VIII 血液疾患・血清電解質異常　3. 血清電解質異常　麻酔前の評価・準備

と予後予測
　　 ―病態に応じた周術期管理のためにー
　　[ 編集 ] 澄川耕二　克誠堂出版株式会社、 東京、　2012、ｐ207－214

学会発表

＜海外学会＞
１．Terao Y, Toyoda T, Oji M, Higashijima U, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　The interaction of low-dose droperidol with propofol on QTc interval during 

anesthetic induction. 
　　International Anesthesia Research Society (IARS) Annual meeting 2012, Boston, MA, 

March 

２．Fukusaki M, Miura K, Okada M, Araki H, Terao Y, Sumikawa K.
　　Objective assessment with salivary alpha-amylase activity of the effects of stellate 　
　　ganglion block in the patients with cervical radiculopathy.
　　European Society of Anaesthesiology (ESA) Annual meeting 2012, Paris France, June.

３．Araki H, Fukusaki M, Okada M, Sakai A, Matsumoto S, Terao Y, Sumikawa K.
　　Comparative efficacy of levobupivacaine and ropivacaine for epidural block in 

outpatients with degenerative spinal disease.
　　14th World Congress on Pain (IASP) 2012, Milan Italy, August.

４．Fukusaki M, Miura K, Terao Y, Sumikawa K.
　　Objective assessment with salivary alpha-amylase activity of the effects of selective 
　　nerve root block in the patients with sciatica.
　　14th World Congress on Pain (IASP) 2012, Milan Italy, August.

５．Araki H, Fukusaki M, Okada M, Terao Y, Sumikawa K.
　　Does intravenous lidocaine reduce postoperative sore throat after laryngeal mask 

airway?
　　American Society of Anesthsiologists (ASA) Annual meeting 2012, Washington DC, 

October.

６．Matsumoto S, Terao Y, Sakai A, Araki H, Okada M, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　Brain natriuretic peptide is a predictor of perioperative adverse cardiac events in 

aged patients undergoing hip fracture surgery.
　　American Society of Anesthsiologists (ASA) Annual meeting 2012, Washington DC, 

October.
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７．Sakai A, Terao Y, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　A comparison of the effects of remifentanil and fentanyl on the QTc interval during 

propofol induction.
　　American Society of Anesthsiologists (ASA) Annual meeting 2012, Washington DC, 

October.

＜国内学会＞
１．酒井亜輝子、荒木博子、岡田真衣、松本聡治朗、寺尾嘉彰、福崎　誠
　　当院における非侵襲的陽圧換気法（ＮＰＰＶ）用ヘルメット使用の現況．
　　長崎麻酔研究会第８回学術集会　２０１２年１月（大村）

２．岡田真依、福崎　誠、宇佐美博子、松本聡治朗、酒井亜輝子、寺尾嘉彰．
　　当院での非がん性慢性疼痛に対するトラマドール塩酸塩 / アセトアミノフェン配合錠

の使用経験
　　第３０回九州ペインクリニック学会　２０１２年２月（福岡）

３．寺尾嘉彰、大路牧人、井上陽香、岡田真衣、宇佐美博子、福崎　誠．　
　　くも膜下出血患者の心臓自律神経機能と心筋障害の関連性の検討
　　第３９回日本集中治療医学会学術集会　２０１２年２月（千葉）

４．松本聡治朗、寺尾嘉彰、酒井亜輝子、福崎　誠、
　　高齢の大腿骨頚部骨折患者における周術期心合併症の予測因子としての脳性利尿ペプ

チドの検討
　　日本麻酔科学会第５９回大会学術集会　２０１２年６月（神戸）

５．酒井亜輝子、寺尾嘉彰、松本聡治朗、岡田真衣、荒木博子、福崎　誠
　　プロポフォール完全静脈麻酔による全身麻酔導入時にフェンタニル、レミフェンタニ

ルが補正 QT(QTc) 時間に及ぼす影響の検討
　　日本麻酔科学会第５９回大会学術集会　２０１２年６月（神戸）

６．酒井亜輝子、福崎　誠、岡田真衣、荒木博子、松本聡治朗、寺尾嘉彰
　　間歇型一酸化炭素中毒症状に対し高気圧酸素療法を施行した１例
　　第１５回九州高気圧環境医学会　２０１２年６月（佐世保）

７．松本聡治朗、福崎　誠、石崎泰令、酒井亜輝子、谷口美和、寺尾嘉彰
　　当院での一酸化炭素中毒症例に対する高気圧酸素療法の予後の検討
　　第１５回九州高気圧環境医学会　２０１２年６月（佐世保）

８．酒井亜輝子、福崎　誠、荒木博子、岡田真衣、松本聡治朗、寺尾義彰、大路牧人
　　当院外来慢性疼痛患者におけるプレガバリンまたはトラマドール・アセトアミノフェ

ン配合錠の使用状況
　　日本ペインクリニック学会第４６回大会　２０１２年７月（島根）
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９．石崎泰令、寺尾嘉彰、松本聡治朗、酒井亜輝子、宇佐美博子、岡田真衣、
　　福崎　誠
　　ポート感染による敗血症の経過中に発症したダントロレンが著効した悪性症候群の一例
　　第２２回日本集中治療医学会九州地方会　２０１２年７月（鹿児島）

10．石崎泰令、寺尾嘉彰、酒井亜輝子、松本聡治朗、福崎　誠
　　当院における非侵襲的陽圧換気法 (NPPV) 用ヘルメット使用の現況
　　日本麻酔科学会、九州麻酔科学会第５０回大会　２０１２年９月（久留米）

11．酒井亜輝子、福崎　誠、石崎泰令、松本聡治朗、谷口美和、寺尾義彰
　　外来脊椎変性疾患患者におけるレボブピバカインによる硬膜外ブロックの効果の検討 
　　― ロピバカインとの比較 ―
　　日本臨床麻酔学会第３２回大会　２０１２年１１月（福島）

学会開催

第１３回九州高気圧環境医学会　会長：福崎　誠
　　　　　　　　　　　　　　　会期：２０１２年６月２３日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　会場：ホテルリソル佐世保　
　   評議員会
　　教育講演　　１題
　   特別講演　　１題
　   一般演題　１７題
　   ランチョンセミナー　１題
　　学会参加者　１０３名

論文査読

＜海外論文＞
福崎　誠
　　Journal of Anesthesia 8編、Journal of Clinical Monitor and Computer 1編、
　　Extreme Physiology & Medicine 1編
寺尾嘉彰
　　Journal of Intensive Care 1編、Journal of Clinical and Computer 1編、Indian Journal 

of Anaesthesia 1編、Minerva Anesthesiologica 1編

＜邦論文＞
寺尾嘉彰
　　日本集中治療医学会誌 8編
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社会活動

＜外部委員会委員＞
福崎　誠
　　長崎大学臨床教授、非常勤講師
　　日本臨床麻酔学会評議員
　　日本ペインクリニック学会評議員
　　日本集中治療医学会九州地方会評議員
　　日本ペインクリニック学会九州地方会評議員
　　九州高気圧環境医学会評議員
　　長崎麻酔研究会世話人
　　長崎緩和医療研究会世話人

寺尾嘉彰
　　日本集中治療医学会評議員
　　日本集中治療医学会九州地方会評議員

＜その他＞
　　長崎大学医学部５年生院外臨床実習
　　佐世保市救急救命士再教育実習 H24年度６名
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論　文

＜英論文＞
１．Oji Makito, Terao Yoshiaki, Toyoda Tomomi, Kuriyama Tomoyuki, Miura Kosuke, 
　　Fukusaki Makoto, Sumikawa Koji.
　　Differential effects of propofol and sevoflurane on QT interval during anesthetic 

induction.
　　J Clin Monit Comput 2013; 7(3): 243-248.
 
２．Toyoda Tomomi, Terao Yoshiaki, Oji Makito, Okada Mai, Fukusaki Makoto, 
　　Sumikawa Koji.
　　The interaction of antiemetic dose of droperidol with propofol on QT interval during 

anesthetic induction.
　　J Anesth 2013; 27(6): 885-889.

３．Sakai A, Fukusaki M, Araki H, Terao Y, Sumikawa K.
　　The efficacy of levobupivacaine for epidural block in elderly outpatients with 

degenerative spinal disease
　　Eur J Anaesthesiol 2013; 30(Supplement): 12AP5, 162.

４．Matsumoto S, Terao Y, Sakai A, Araki H, Okada M, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　Prognostic value of brain natriuretic peptide in aged patients undergoing hip fracture 

surgery.
　　Anesthesiology 2013; 114 (Supplement) FA A1307.

５．Ishizaki H, Terao Y, Matsumoto S, Sakai A, Egashira T, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　Analysis of the factors of successful results of helmet noninvasive positive pressure 

ventilation.
　　Anesthesiology 2013; 114 (Supplement): FA A3204.

６．Terao Y, Matsumoto S, Sakai A, Okada M, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　A comparison of the predictive accuracy of the perioperative major adverse cardiac 

events between brain natriuretic peptide and microalbuminuria in elderly patients 
undergoing hip fracture surgery. 

　　Intensive Care Medicine 2013; 39 (Supplement): 0291

＜邦論文＞
１．吉田浩二、福崎　誠、佐藤　誠
　　高気圧酸素療法時の血圧変動の調査
　　九州高気圧環境医学会誌　2013; 13:16-20.
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２．大路牧人、寺尾嘉彰、一ノ宮大雅、三浦耕資、福崎　誠、澄川耕二
　　くも膜下出血患者における脳脊髄液中 S100β 蛋白と神経学的予後の関連性の検討
　　日本集中治療医学会誌　2013; 20: 608-13.

３．松本聡治朗、寺尾嘉彰、酒井亜輝子、荒木博子、岡田真衣、福崎　誠
　　非骨傷性頸髄損傷後に急性縦隔炎を来たし第８頸髄以下の麻痺を生じた１例
　　日本集中治療医学会誌　2013; 20: 651-2.

＜著書＞
１．共著：福崎　誠　頭痛総論、緊張型頭痛　ペインクリニック　診断・治療ガイド　痛
　　みからの解放とその応用　第５版　[ 監修 ] 大瀬戸清茂　[ 編集 ] 福崎　誠ほか　
　　日本医事新報社、東京、 2013、p.214-225, p234-242.

学会発表

＜海外学会＞
１．Sakai A, Fukusaki M, Araki H, Terao Y, Sumikawa K.
　　The efficacy of levobupivacaine for epidural block in elderly outpatients with 

degenerative spinal disease. European Society of Anaesthesiology (ESA) Annual 
meeting 2013, Barcelona, Spain, June.

２．Terao Y, Matsumoto S, Sakai A, Okada M, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　A comparison of the predictive accuracy of the perioperative major adverse cardiac 

events between brain natriuretic peptide and microalbuminuria in elderly patients 
undergoing hip fracture surgery. European Society of Intensive Care Medicine 
(ESICM) Annual meeting 2013, Paris, France, October.

３．Matsumoto S, Terao Y, Sakai A, Araki H, Okada M, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　Prognostic value of brain natriuretic peptide in aged patients undergoing hip 

fracture surgery.American Society of Anesthsiologists (ASA) Annual meeting 2013 
SanFrancisco, October.

４．Ishizaki H, Terao Y, Matsumoto S, Sakai A, Egashira T, Fukusaki M, Sumikawa K.
　　Analysis of the factors of successful results of helmet noninvasive positive pressure 

ventilation.American Society of Anesthsiologists (ASA) Annual meeting 2013 
SanFrancisco, October.

＜国内学会＞
１．江頭　崇、寺尾嘉彰、石崎泰令、酒井亜輝子、松本聡治朗、福崎　誠
　　当院におけるマムシ咬傷症例の検討
　　長崎麻酔研究会第９回学術集会　2013年1月（長崎）
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２．酒井亜輝子、福崎　誠、江頭　崇、石崎泰令、松本聡治朗、谷口美和、寺尾嘉彰．
　　帯状疱疹後神経痛の経過中に激しい全身痛を来した１例
　　第３１回九州ペインクリニック学会　2013年2月（福岡）

３．寺尾嘉彰、松本聡治朗、酒井亜輝子、石崎泰令、福崎　誠．澄川耕二　
　　大腿骨頚部骨折患者における周術期心合併症の予測因子としての脳性利尿ペプチドと

尿中微量アルブミンの比較
　　第４０回日本集中治療医学会学術集会　2013年2月（長野）

４．松本聡治朗、寺尾嘉彰、石崎泰令、酒井亜輝子、福崎　誠、澄川耕二
　　高齢の大腿骨頚部骨折患者における周術期心合併症および長期予後の予測因子として

の脳性利尿ペプチドの検討
　　日本麻酔科学会第６０回大会学術集会　2013年6月 ( 札幌 )

５．石崎泰令、寺尾嘉彰、松本聡治朗、酒井亜輝子、福崎　誠、澄川耕二
　　ヘルメット型非侵襲的陽圧呼吸管理における気管挿管移行例の比較検討
　　日本麻酔科学会第６０回大会学術集会　2013年6月（札幌）

６．江頭　崇、福崎　誠、酒井亜輝子、石崎泰令、松本聡治朗、谷口美和、寺尾嘉彰
　　外来の高齢者変形性脊椎疾患患者でのレボブピバカインによる硬膜外ブロックの検討 

- ロピバカインとの比較 -
　　日本ペインクリニック学会第47回大会　2013年7月（大宮）

７．石崎泰令、寺尾嘉彰、江頭　崇、辻　史子、福崎　誠
　　多椎間頚椎前方固定術患者における retropharyngeal space と retrotracheal space の

術後変化の検討
　　第２３回日本集中治療医学会九州地方会　2013年7月（宮崎 )

10．辻　史子、寺尾嘉彰、江頭　崇、石崎泰令、福崎　誠
　　脂肪塞栓症候群による呼吸不全に対し非侵襲的陽圧換気で管理した症例
　　日本麻酔科学会、九州麻酔科学会第５１回大会　2013年9月（熊本）

11．酒井亜輝子、福崎　誠、石崎泰令、松本聡治朗、谷口美和、寺尾嘉彰
　　外来脊椎変性疾患患者におけるレボブピバカインによる硬膜外ブロックの効果の検討 

― ロピバカインとの比較 ―
　　日本臨床麻酔学会第３３回大会　2013年11月（金沢）

論文査読

＜海外論文＞
福崎　誠
　　Journal of Anesthesia ８編、Journal of Clinical Anesthesia １編
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寺尾嘉彰
　　Journal of Intensive Care 2編、Drugs & Aging 1編

＜邦論文＞
福崎　誠
　　日本ペインクリニック学会誌 2編、九州高気圧環境医学会誌 1編

寺尾嘉彰
　　日本集中治療医学会誌 8編

社会活動

＜外部委員会委員＞
福崎　誠
　　長崎大学臨床教授、非常勤講師
　　日本麻酔科学会代議員
　　日本麻酔科学会九州地方会代議員
　　日本臨床麻酔学会評議員
　　日本ペインクリニック学会評議員
　　日本ペインクリニック学会九州地方会評議員
　　日本集中治療医学会九州地方会評議員
　　九州高気圧環境医学会評議員
　　長崎麻酔研究会世話人
　　長崎緩和医療研究会世話人

寺尾嘉彰
　　日本集中治療医学会評議員
　　日本集中治療医学会九州地方会評議員

＜その他＞
　　長崎大学医学部５年生院外臨床実習
　　佐世保市救急救命士再教育実習 H25年度６名
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薬　剤　部

学会・研究会

１．簡易懸濁の導入
　　松永智子
　　九州・山口地区労災病院薬剤部研修会　2012．6．23　熊本市

２．当院におけるＩＣＴラウンドの取り組み
　　吉田豊
　　感染制御研修会　長崎県病院薬剤師会　2012．7．28　長崎市

３．長崎労災病院における電子カルテシステムの導入と運用
　　石井啓樹
　　九州・山口地区労災病院薬剤部研修会　2013．6．22　北九州市

４．当院における緩和ケアの取り組み
　　～化学療法室での活動を薬剤師の立場から～
　　島﨑訓子
　　長崎県北緩和医療研究会　2013．11．18　佐世保市
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中央検査部

学会・研究会等

１．NST における血清亜鉛値測定の有用性
　　田崎潤一
　　平成24年度長崎県臨床検査技師会学会　諫早総合病院　2013年2月23日

２．膿胸より検出した Arcanobacterium haemolyticum の1症例
　　尾方一仁
　　第25回長崎県微生物研修会　佐世保共済病院　2013年5月11日

３．電子カルテ導入に伴う画像ファイリングシステムおよび超音波レポートシステムの構
築について

　　宮崎泰寛
　　平成25年度北地区臨床検査研究会　佐世保総合病院　2013年6月15日

４．EDTA 依存性偽血小板減少症に対する当院での取り組み
　　山口真希
　　平成25年度北地区臨床検査研究会　佐世保総合病院　2013年6月15日

５．長崎県北地区における血液培養状況報告
　　尾方一仁
　　第7回長崎県臨床微生物研修会　長崎大学良順会館　2013年11月23日

講演会・研究会等

１．長崎労災病院中央検査部、いざ新体制へ
　　溝口一彦
　　平成24年度北地区臨床検査研究会　佐世保総合病院　2012年6月16日

２．細菌検査の現状と課題
　　村橋重樹
　　第22回九州臨床微生物研究会　熊本県人吉市人吉旅館　2012年10月27日
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中央リハビリテーション部

学会・研究会等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．長崎労災病院モジュラー式片麻痺用膝装具の考案　－第2報－
　　三原和行
　　第28回日本義肢装具学会　2012/10/13.14

２．カーボン素材を用いた片側支柱式長下肢装具の使用経験
　　第28回日本義肢装具学会　2012/10/13.14

３．脳卒中片麻痺患者における NKO 歩行と平行棒内長下肢装具歩行での理学療法士の負
担量の比較

　　平山大輔
　　STROKE2013　2013/3/21～23

４．長崎県下における急性期脳卒中リハビリテーションの早期歩行練習開始時期とその有
　　無に関する多施設間調査
　　梶川大輔
　　第34回九州理学療法士・作業療法士合同学会　2012/11/17.18

５．インシデント報告件数の推移から見る病棟内リハビリテーションの効果
　　日本医療マネジメント学会　第12回九州・山口連合大会　2013/10/11.12
　　理学療法士　玉谷良一　　看護部・医療安全管理者　鈴山芳

６．喪失について話すこと・聴くこと「夫を看取る」
　　和田さゆり
　　第47回日本作業療法学会　2013/6/29

７．心不全患者におけるＡＤＬ改善因子の検討
　　本田泰丈
　　第19回日本心臓リハビリテーション学会学術集会　2013/7/14

パネルディスカッション

運動負荷試験が困難な高齢心不全患者に対する心臓リハビリ―血液ガス分析と乳酸測定に
よる運動処方―
第19回日本心臓リハビリテーション学会学術集会　パネルディスカッション
どうする？こんな患者への対処方法　2013/7/14
島崎功一
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論　　文

拡張型心筋症による重症心不全に CRT-D 施行するも、効果不十分であった高齢患者に対
する心臓リハビリテーションの経験
島崎功一
心臓リハビリテーション17巻1号 Page134-138　2012.2
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看　護　部

看護研究院外発表

１．放射線治療を受けている乳癌患者の集団心理について考える
　　前川妃史、廣田淳子、岩田亨、森内博紀、平山昴仙
　　第20回　日本乳癌学会学術総会
　　ホテル日航熊本、熊本キャッスルホテル　2012.6.28－30

２．カンファレンスを看護の標準化に繋げるための取り組み
　　前川宏司、山口則子、松永剛、山田夏樹
　　第31回日本手術看護学会九州地区大会
　　長崎ブリックホール　2012.9.1

３．人工膝関節全置換術後の水泡形成の関連要因の検討
　　田中奈都美、鴨川由利香、久野理恵子、吉浦淳子
　　第43回日本看護学会－成人看護Ⅰ－学術集会
　　仙台国際センター　2012.9.20－21

４．思いを怒りや無表情で表現する患者の看護の振り返り
　　～ケアリングの実践～
　　田中千春　　　
　　第36回日本死の臨床研究年次大会
　　国立京都国際会館　　2012.11.3－4

５．片麻痺がある脳血管疾患患者に対する離床プログラムの有効性の検討
　　米里秀人、北岡尚美、濱野加代子、前田明美
　　第43回日本看護学会－成人看護Ⅱ－学術集会
　　つくば国際会議場　2012.11.6－7

６．オルソカラー装着による不快感と温湿度の関連性の検討
　　松本香織、満園美考、新川哲子（長崎大学准教授）　
　　日本看護研究学会　九州・沖縄地方学術集会
　　長崎大学坂本キャンパス　2012.11.17

７．重症病態患者における口腔ケアが血糖、インスリン使用量および口腔内細菌に及ぼす 
影響

　　山崎聡子、廣瀬奈都美、久保智美
　　第60回日本職業・災害医学会
　　大阪国際会議場　2012.12.2－3
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８．脊髄損傷患者の尿道カテーテル管理の現状を探る
　　吉田いずみ、松本有希、岡美由紀、平尾真奈美、横田直美
　　第21回　長崎救急医学会
　　佐世保医師会館　2013.9.7

９．手術室看護における患者参画に対する看護師の思い
　　― 患者参画型看護計画を立案した事例のインタビュー分析を通して ―
　　折原未亜子
　　第27回日本手術看護学会年次大会
　　大阪 AJT ホール　2013.10.18‐19

10．ブラウン架台使用中における経時的な踵部体圧の調査
　　－ソフトナース○ R を使用した除圧方法－
　　岩崎絢子、山浦千春、村林加奈恵、山口みゆき、福田由美子、吉浦淳子
　　第44回日本看護学会－成人看護Ⅰ－学術集会
　　和歌山県文化会館　2013.10.24－25

11．急性期脳卒中患者にたいする寝食分離が日常生活動作に与える効果
　　前田智子、水町育代、松田絵里香、内川智尋
　　NPO 法人　日本リハビリテーション看護　第25回学術大会
　　東京ベイ幕張ホール／幕張メッセ国際会議場　2013.10.25－26

その他

　　ナーシングスキルの導入　2014.7
　　看護補助者勤務時間の変更　2014.7
　　テーナオムツの導入　2014.10
　　教育・学習ユニット調査　2014.11
　　働きやすい病院評価受審　2014.11
　　救急外来・看護師長による電話トリアージ検討　2014.12
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医療安全（感染管理）室

学会・研究会等

１．脊椎手術における手術部位感染のリスク因子の検討
　　福井良枝、山口則子
　　第27回 日本環境感染学会総会
　　福岡国際会議場・福岡国際センター・福岡サンパレス　2012年2月3日

２．Pm-SHELL を用いたカンファレンスによる SSI 低減のための取り組み
　　福井良枝、山口則子
　　第27回 日本環境感染学会総会
　　福岡国際会議場・福岡国際センター・福岡サンパレス　2012年2月3日

３．感染管理地域連携加算による相互チェックによる変化
　　福井良枝、奥田聖子（佐世保中央病院 感染制御部）、近藤明美（佐世保市立総合病院 

看護部）、碇由美香（佐世保共済病院 感染管理室）
　　第28回 日本環境感染学会総会
　　パシフィコ横浜　2013年3月1日

講演会・研究会等

１．医療安全の実際と分析／感染管理
　　福井良枝
　　佐世保市医師会看護専門学校 看護科講義
　　佐世保市医師会看護専門学校　2012年4月～5月（計5回）

２．感染予防対策
　　福井良枝
　　長崎県看護協会県北支部 新人看護職員集合研修
　　佐世保市労働福祉センター　2012年6月28日

３．感染管理ベストプラクティス研究会 ワーキンググループ
　　福井良枝
　　感染管理ベストプラクティス研究会
　　健康保険諫早総合病院　2012年6月～12月（計3回）

４．感染対策の基本
　　福井良枝
　　院内感染制御に係る集合研修
　　杏林病院　2012年9月14日
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Ⅲ．研究業績

５．医療安全
　　鈴山　芳
　　長崎県立佐世保看護学校　講義
　　長崎県立佐世保看護学校　2012年9月～2013年1月（計11回）

６．組織で取り組む感染管理Ⅰ
　　福井良枝
　　長崎県看護協会 感染管理研修Ⅱ
　　長崎県看護協会研修センター　2013年2月2日

７．医療安全の実際と分析／感染管理
　　福井良枝
　　佐世保市医師会看護専門学校 看護科講義
　　佐世保市医師会看護専門学校　2013年4月（計5回）

８．感染予防対策
　　福井良枝
　　長崎県看護協会県北支部 新人看護職員集合研修
　　佐世保市労働福祉センター　2013年6月28日

９．感染管理ベストプラクティス研究会 ワーキンググループ
　　福井良枝
　　感染管理ベストプラクティス研究会
　　健康保険諫早総合病院　2013年6月～11月（計3回）

10．医療安全
　　鈴山　芳
　　長崎県立佐世保看護学校　講義
　　長崎県立佐世保看護学校　2013年10月～12月（計3回）

11．ノロウイルスへの対応をマスターしよう！
　　福井良枝
　　第2回 看看連携推進委員会 感染対策研修会
　　長崎労災病院　2013年11月16日
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臨床工学部

著書・学術論文等

１．「高気圧酸素療法時の血圧変動の調査」
　　吉田浩二、福崎　誠、佐藤　誠
　　九州高気圧環境医学会誌 第13号 ; 16－18 : 2013　

学会・研究会等

１．高気圧酸素療法時の血圧変動調査
　　佐藤　誠、福崎　誠、吉田浩二
　　第13回九州高気圧環境医学会（佐世保）2012年6月23日

２．使用条件がシリンジポンプ流量精度に及ぼす影響の検証
　　吉田浩二、福崎　誠、佐藤　誠
　　第8回九州臨床工学会 （佐賀）2013年10月6日

３．シリンジポンプの使用条件が流量精度に及ぼす影響の検証
　　吉田浩二、福崎　誠、佐藤　誠
　　第61回職業災害医学会（東京）2013年11月30日


