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学会発表

１.	 Natsuko	Masumoto,	Rieko	Higashijima,	Momoko	Sakurai,	Junichiro	Tezuka,	Yoshito	Ishizaki.

Omalizumab	for	pollen-food	allergy	syndrome：a	case	report.

JSA/WAO	XXVII	World	Allergy	Congress（WAC	2020）conjoint	with	the	APAPARI	2020	

Congress	2020.	9.17-10.20（Web）.

２.	 Momoko	Sakurai,	Natsuko	Masumoto,	Rieko	Baba,	Yoshito	Ishizaki,	Junichiro	Tezuka.

6	patients	of	postnasal	rhinorrhea	syndrome	in	a	child	who	complained	of	chronic	cough	

and	required	differentiation	from	bronchial	asthma.

JSA/WAO	XXVII	World	Allergy	Congress（WAC	2020）conjoint	with	the	APAPARI	2020	

Congress	2020.	9.17-10.20（Web）.

３.	 Rieko	Higashijima,	Natsuko	Masumoto,	Momoko	Sakurai,	Junichiro	Tezuka.

A	case	of	chronic	cough	caused	by	protracted	bacterial	bronchitis	 in	a	patient	with	long-

term	management	of	asthma.

JSA/WAO	XXVII	World	Allergy	Congress（WAC	2020）conjoint	with	the	APAPARI	2020	

Congress	2020.	9.17-10.20（Web）.

４.	 Mototsugu	Shimokawa,	Masaki	Kanazu,	Ryusei	Saito,	Masahide	Mori,	Atsuhisa	Tamura,

	 Yoshio	Okano,	Yuka	Fujita,	Takeo	Endo,	Mitsuru	Motegi,	Shohei	Takata,	Toshiyuki	Kita,

	 Noriaki	Sukoh,	Mitsuhiro	Takenoyama,	Shinji	Atagi.

Predicting	Chemotherapy	Toxicity	in	Elderly	Patients	with	Advanced	Non-small	Cell	Lung	

Cancer：A	Prospective	Multicenter	Study	of	the	National	Hospital	Organization	in	Japan.

The	ESMO	Virtual	Congress	2020	（2020年９月19日～ 21日、Web）.

５．Ritsuko	Katafuchi,	Shigeru	Tanaka,	Takayuki	Matsuo,	Osamu	Tamai,	Kazuhiro	Yoshimine,

	 Kazutoshi	Yano,	Kiitirou	Ueno,	Naoya	Shimohashi,	Toshiharu	Ninomiya,	Kasuya	Chronic	

Kidney	Disease	Committee	Kidney	Unit,	National	Hospital	Organization	Fukuoka	Higashi	

Medical	Center1,	Fukuoka,	Japan.

The	Effect	of	Kasuya	CKD	network	on	The	Prevention	of	Progression	of	Chronic	Kidney	

Disease：Successful	Collaboration	of	a	Public	Health	Service,	Primary	Care	Physicians	and	

Nephrologists；Population	Based	Cohort	Study.

The	10th	CKD	Frontier	Meeting：February	28,	2021.

６.	 青栁竹彦、信藤由成、夏越啓多、笠木勇太、辻田英司、石田真弓、隈　宗晴、内山秀昭、瀧澤克実

腹腔鏡下小腸部分切除を行い腸管嚢胞様気腫症の確定診断に至った一例

第257回福岡外科集談会（2020年８月１日、紙面開催）
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７.	 夏越啓多、信藤由成、青栁竹彦、笠木勇太、辻田英司、石田真弓、隈　宗晴、内山秀昭、瀧澤克実

胃粘膜下腫瘍との鑑別が困難であった肝 focal	nodular	hyperplasia の１例

第257回福岡外科集談会（2020年8月1日、紙面開催）

８.	 笠木勇太、中山湧貴、信藤由成、石田真弓、辻田英司、隈　宗晴、大賀丈史、藤田　綾、江崎卓弘

特異的病態を伴う急性虫垂炎に対する待機手術の有用性

第120回日本外科学会定期学術集会（2020年８月13日～ 15日、Web 開催）

９.	 岡部百合菜、隈　宗晴、中山湧貴、笠木勇太、信藤由成、辻田英司、石田真弓、大賀丈史、江崎卓弘

大腸内視鏡検査の前処置によって発症したと考えられた大腸穿孔の一例

第	120	回日本外科学会定期学術集会（2020年８月13日～ 15日、Web 開催）

10.	 青柳竹彦、夏越啓多、笠木勇太、信藤由成、辻田英司

診断目的に腹腔鏡下小腸部分切除を行った腸管嚢胞様気腫症の一例

第82回日本臨床外科学会総会（2020年10月29日～ 31日、Web 開催）

11.	 隈　宗晴

慢性腸管虚血

第30回日本血管外科学会教育セミナー	（2020年10月15日、仙台・Web 開催）

12.	 吉武清伸、新生修一、畠山佳久、前川信一、岡林　寛

亜急性の経過を辿った肺腫瘍塞栓性微小血管症（PTTM）の１例

第329回日本内科学会九州地方会（2020年５月30日、沖縄）

13.	 若原純一、中島裕康、前川信一、濱武大輔、岡林　寛、岩﨑昭憲

気管狭窄を呈した血腫を伴う縦隔内甲状腺腫の１例

第53回日本胸部外科学会九州地方会総会（2020年７月24日、福岡）

14.	 岡林　寛、阿部創世、中島裕康、前川信一、濱武大輔、岩﨑昭憲、川原克信、白日高歩

大動脈弓脱転により上大静脈壁部分切除を併施した左上葉ダブルスリーブ切除術

第37回日本呼吸器外科学会学術総会（2020年９月29日～ 10月12日、東京）

15.	 中島裕康、阿部創世、前川信一、濱武大輔、岡林　寛、岩﨑昭憲

非結核性抗酸菌症に対する外科治療の検討

第37回日本呼吸器外科学会学術総会（2020年９月29日～ 10月12日、東京）

16.	 阿部創世、中島裕康、前川信一、濱武大輔、岩﨑昭憲、岡林　寛

胸囲結核に対する外科治療の検討

第37回日本呼吸器外科学会学術総会（2020年９月29日～ 10月12日、東京）
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17.	 濱武大輔、阿部創世、中島裕康、前川信一、藤田　綾、岡林　寛、岩﨑昭憲

肺腺癌と鑑別を要した ciliated	muconodular	papillary	tumor（CMPT）の１手術例

第37回日本呼吸器外科学会学術総会（2020年９月29日～ 10月12日、東京）

18.	 濱武大輔、若原純一、中島裕康、前川信一、阿部創世、岩﨑昭憲、岡林　寛

同時性肺三重複癌に対して完全鏡視下右肺二葉切除術を施行した超高齢者肺癌の１例

第61回日本肺癌学会学術集会（2020年11月12日～ 14日、岡山）

19.	 阿部創世、中島裕康、前川信一、濱武大輔、岩﨑昭憲、岡林　寛

当院における肺非結核性抗酸菌症に対する外科治療の検討

第73回日本胸部外科学会定期学術集会（2020年10月29日～ 11月１日、Web 開催）

20.	 若原純一、中島裕康、前川信一、濱武大輔、岡林　寛、岩﨑昭憲

薄壁空洞を有し肺アスペルギルス症が疑われた右上葉肺癌の一切除例

第61回日本肺癌学会九州支部学術集会・第44回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会（2021年２月

27日～ 28日、Web 開催）

21.	 濱武大輔、若原純一、中島裕康、前川信一、岡林　寛、岩﨑昭憲

膿胸合併T3肺癌を切除し得た一例

第61回日本肺癌学会九州支部学術集会・第44回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会（2021年２月

27日～ 28日、Web 開催）

22.	 保田宗紀、河野　大、大城真也、中根　博、東登志夫、井上　亨

当院における中大脳動脈瘤に対する治療成績と方針

Clip	first 施設における coiling の役割

第49回日本脳卒中の外科学会学術総会（2020年８月23日～ 25日、横浜）

23.	 草場加好、川口慎一郎、池田啓之、保田宗紀、河野　大、大城真也、村谷陽平、古森元浩、

	 三浦聖史、立花正輝、黒田淳哉、中根　博

脳梗塞に対する急性血行再建術の来院から動脈穿刺までに時間を要している要因特定に向けた分析

第46回日本脳卒中学会学術総会（2020年8月、横浜）

24.	 保田宗紀、八木健司、安田光宏、小池明広、中根　博、大城真也

感染性心内膜炎に合併した脳出血に対し神経内視鏡下血腫除去術を行った一例

第48回日本救急医学会総会（2020年11月18日～ 20日、岐阜）

25.	 保田宗紀、大城真也、松尾陽子、中根　博、東登志夫、井上　亨

当院における頚動脈ステント留置術症例の治療成績の検討

第36回日本脳血管内治療学会学術総会（2020年11月19日～ 21日、京都）
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26.	 廣田　篤、松本順太郎、神崎由起、福本博順、小林広昌、安部　洋、野中　将、保田宗紀、大城真也、

井上　亨

Syringobulbia と Syringomyelia にて発症した頚髄血管芽腫の一例	

第137回日本脳神経外科学会九州地方会（2021年３月20日、福岡）

27.	 倉員市郎、吉田裕俊、福元真一、岡本重敏、田中宏毅、清水大樹、吉本将和、中家一寿

腸腰筋膿瘍との鑑別を要した腰椎圧迫骨折に合併した腸腰筋挫傷の1例

第140回西日本整形・災害外科学会学術集会（2020年11月14日～ 15日、大分）

28.	 倉員市郎、赤崎幸穂、津嶋秀俊、居石卓也、遠矢政和、桑原正成、内田泰輔、中島康晴

TGF β1による FOXO1の発現制御およびオートファジーを介した酸化ストレスからの軟骨細胞

保護作用

第33回日本軟骨代謝学会（2021年３月26日～４月12日、岐阜・Web 開催）

29.	 倉員市郎、赤崎幸穂、津嶋秀俊、居石卓也、遠矢政和、桑原正成、内田泰輔、中島康晴

軟骨細胞におけるTGF β1シグナルによる FOXO1/ オートファジー伝達経路の制御メカニズム

の解明

第35回日本整形外科学会基礎学術集会（2020年10月15日～ 16日、東京・Web 開催）

30.	 田中宏毅

ヘルニコアの早期合併症

第140回西日本整形・災害外科学会学術集会（2020年11月14日～ 15日、大分）

31.	 清水大樹

術前検査として行った胸部CTの検討

第140回西日本整形・災害外科学会学術集会（2020年11月14日～ 15日、大分）

32.	 吉本将和

左中指化膿性PIP 関節炎をきたした妊婦の１例

第140回西日本整形・災害外科学会学術集会（2020年11月14日～ 15日、大分）

33.	 黒田淳哉

脳卒中に関する臨床疫学（教育講演）

第45回日本脳卒中学会学術集会（2020年８月23日～９月24日、横浜・Web 開催）

34.	 吉野文隆、桑城貴弘、和田晋一、森　興太、船水章央、徳永敬介、陣内重郎、矢坂正弘、岡田　靖

脳微小出血の分布と脳梗塞後の機能転帰との関連

第45回日本脳卒中学会学術集会（2020年８月23日～９月24日、横浜・Web 開催）
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35.	 古賀瑛一、三浦聖史、坂本佳治、丸山貴子、吉野文隆、立花正輝、黒田淳哉、黒岩三佳、中根　博

突発発症の失語と右半側空間無視で搬送された血栓性血小板減少性紫斑病の一例

第332回日本内科学会九州地方会（2021年１月９日、福岡）

36.	 吉野文隆、丸山貴子、三浦聖史、立花正輝、黒田淳哉、中根　博

当院における脳卒中後てんかんの疫学

第46回日本脳卒中学会学術集会（2021年３月11日～ 13日、Web開催）（2021年３月11日～４月12日、

福岡・ハイブリッド開催）

37.	 立花正輝

脳循環代謝の基礎とその臨床病態における役割

第46回日本脳卒中学会学術集会（2021年３月11日～ 13日、Web開催）（2021年３月11日～４月12日、

福岡・ハイブリッド開催）

38.	 丸山貴子、吉野文隆、三浦聖史、立花正輝、保田宗紀、黒田淳哉、大城真也、日野将吾、井上昭宏、

中根　博

rt-PA投与直前に判明した Stanford	A 型偽腔閉鎖型大動脈解離の一例

第231回日本神経学会九州地方会（2021年３月20日、Web 開催）

39.	 山下文也、吉良龍太郎

シンポジウム　症例から学ぶ小児自己免疫性神経疾患の診断と治療

視力低下の反復から小児多発性硬化症と診断された14歳男児

第62回日本小児神経学会学術集会（2020年８月18日～ 20日、新潟）

40.	 増本夏子、桜井百子、綿貫圭介、手塚純一郎、石崎義人

オマリズマブを投与した花粉食物アレルギー症候群の一例

第57回日本小児アレルギー学会（2020年10月31日～ 11月30日、Web 開催）

41.	 山下文也、川上沙織、前田謙一、赤峰　哲、チョン	ピンフィー、石村匡崇、吉良龍太郎

急性代謝不全時に血球貪食症候群を呈したメチルマロン酸血症の１例

第62回日本小児神経学会学術集会（2020年８月18日～ 20日、新潟）

42.	 中野貴子、中川泰輔、迫田宗一郎、木村信一、山下崇史、吉見通洋、田尾義昭、髙田昇平

当院における重症気管支喘息に対するBenralizumab 投与症例の検討

第59回日本呼吸器学会学術講演会（2020年９月22日、神戸）

43.	 中村慧一、金津正樹、斎藤龍生、森　雅秀、田村厚久、岡野義夫、藤田結花、遠藤健夫、茂木　充、

髙田昇平、北　俊之、須甲憲明、竹之山光広、安宅信二

70才以上高齢者進行非小細胞肺癌における	化学療法に対する脆弱性予測に関する検討	
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平成24年度	NHOネットワーク共同研究（がん呼吸器）PREDICT

第74回国病学会総会（2020年10月17日～ 11月14日、Web 開催）

44.	 山下崇史、中島裕子、中野貴子、吉見通洋、田尾義昭、肥山和俊、髙田昇平

人工呼吸管理を行った重症COVID-19の10症例

第85回日本呼吸器学会九州支部秋季学術集会（2020年10月30日～ 31日、Web 開催）

第48回日本集中治療医学会学術集会（2021年２月12日〜 14日、Web 開催）

45.	 島内淳志、山下崇史　他

人工呼吸器管理を行い救命した重症COVID-19の３症例

第331回日本内科学会九州地方会（2020年11月29日、Web 開催）

46.	 山下崇史、木村信一、中野貴子、吉見通洋、田尾義昭、髙田昇平

呼吸不全患者に対するHFNCと IPVの併用効果について

第42回日本呼吸療法医学会学術集会（2020年12月20日～ 21日、京都）

47.	 森内祐樹、木村信一、島内淳志、瓜生和靖、中野貴子、山下崇史、吉見通洋、田尾義昭、髙田昇平

Pembrolizumab 投与後に免疫関連有害事象と考えられる筋炎を発症した一例

第61回日本肺癌学会九州支部学術集会（2021年２月27日～ 28日、Web 開催）

48.	 田尾義昭

教育講演25：「結核について　―　諸問題」

第85回日本呼吸器学会・結核　非結核性抗酸菌症学会

九州支部　秋季学術講演会（2020年10月31日、福岡）

49.	 上野雄貴、髙江啓太、生島真澄、永江　洋、黒木裕介、信藤由成

緊急手術で救命し得た血液透析患者の非閉塞性腸管虚血の発症例

第11回福岡県透析医学会学術集会・総会（2020年11月22日、北九州）

50.	 片渕律子、田中　茂、二宮利治

慢性腎臓病（CKD）対策連携システムのCKD進行抑制効果の検証

第63回日本腎臓学会学術総会（2020年８月19日～ 21日、横浜）

51.	 野原　栄

シンポジウム：共有意思決定のためのツールとしてFGMを活用する

第58回日本糖尿病学会九州地方会（2020年10月16日、Web 開催）	

52.	 原　功哉、堤　礼子、野原　栄、大隈俊明、北園孝成

脂肪萎縮性糖尿病の一例

第58回日本糖尿病学会九州地方会（2020年10月16日、Web 開催）
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53.	 藤井宏行、橋本憲和、松本芽衣、糸永周一、細川泰三、有吉明日香、松尾　享、坂井慈恵、

	 大越恵一郎、田中宗浩

当院の大腸憩室出血に対するEBL治療成績

第99回日本消化器内視鏡学会総会（2020年９月２日～３日、京都・ハイブリット開催）

54.	 荒殿ちほ子、江崎　充、藤井宏之、荻野治栄、伊原栄吉

胃上皮性腫瘍に対するハイブリッドESDの有効性の検討：無作為比較臨床試験

第110回日本消化器内視鏡学会九州支部例会（2020年12月４日～５日、大分・Web 開催）

55.	 糸永周一、平山雅大、本間　仁、荒殿ちほ子、藤井宏行、坂井慈実、田中宗浩、中村和彦、

	 大野あかり、高尾信一郎、多田靖哉、小森康寛、松尾　亨、大越恵一郎、伊原栄吉

Nivolumab 投与中に肩関節周囲炎を起こした進行胃癌の一例

第116回日本消化器病学会九州支部例会（2020年12月４日～５日、大分・Web 開催）

56.	 松尾　享、大越惠一郎

肺扁平上皮癌に対するNivolumab 投与が原因と考えられた硬化性胆管炎の一例

第56回日本胆道学会学術集会（2020年10月１日～２日、福岡）

57.	 大野あかり、高尾信一郎、青柳知美、肥山和俊、多田靖哉、中村和彦

COVID-19感染症に伴う急性肝障害の１例

第332回日本内科学会九州地方会（令和２年１月９日、福岡）

58.	 杉本理恵、稲田浩気、本村健太、佐藤丈顕、大穂有恒、國吉正美、内村浩太郎、上田哲弘、

	 多田靖哉、高尾信一郎、吉本剛、国府島庸之、加藤正樹

肝細胞癌に対するTKI の1st	line 治療の使い分けに関する検討

第56回日本肝臓学会総会（2020年5月21日、大阪）

59.	 田代茂樹、国府島庸之、本村健太、中牟田誠、佐藤丈顕、多田靖哉、杉本理恵、古藤和浩、横田正樹、

小柳年正、内村浩太郎、田中正剛、加藤正樹

Glecaprevir ＋ Pibrentasvir 併用療法の糖質・脂質代謝、体組成分布に対する影響

第56回日本肝臓学会総会（2020年5月22日、大阪）

60.	 中司　元

外腸骨動脈狭窄に作った逆行性解離のベイルアウトにやや難渋した一例

第32回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会－第５回冬期症例検討会－（2021

年１月16日、Web 開催）
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61.	 小池明広

あの日、あの時、ロータブレーターが使えたなら

第32回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会－第５回冬期症例検討会－（2021

年１月15日、Web 開催）

62.	 進藤周一郎、小池明広、中司　元、細谷まろか、鳥谷亮平、升井志保、梶山渉太、吉岡　卓

Bystander	CPRと長時間のmechanical	CPRで良好な転機を得た院外心停止の一例

第129回日本循環器学会九州・沖縄地方会（2020年12月５日、Web 開催）

63.	 横手銀珠、古賀哲也

右腸骨部に生じたTumoral	calcinosis の１例

日本皮膚科学会第394回福岡地方会（2020年９月13日）

64.	 横手銀珠、古賀哲也、隈　宗晴

血管外科的治療後に植皮術を行った難治性皮膚潰瘍の２例

日本皮膚科学会第395回福岡地方会（2020年11月23日）

65.	 沖永耕平、吉田将律

全身麻酔下に腐骨除去術を行った重症筋無力症患者の麻酔・周術期管理について

第29回日本有病者歯科医療学会学術大会（2020年７月18日～ 19日、紙面開催）

66.	 西原智恵、嶋本正弥、百崎真由美、梶山渉太、蓮澤　優、大橋綾子、大賀丈史

治療拒否を示した40歳代の拡張型心筋症による重症心不全患者に対し、精神・心理的支援を行い、

治療継続が可能になった一例

第25回日本緩和医療学会学術集会（2020年８月９日～ 10日）

67.	 西原智恵、大橋綾子、森　良信、黒岩三佳

過剰労働による身体症状を来たしながらも面談希望に至らなかったCOVID-19対応者の一例	

第33回日本総合病院精神医学会総会（2020年11月20日）

68.	 西原智恵、中島裕子、嶋本正弥、白石研一郎、肥山和俊

COVID-19による隔離入院中に不安症状をきたし、心療内科コンサルトに至った６例

第332回日本内科学会九州地方会（2021年１月９日）

69.	 西原智恵、大橋綾子、黒岩三佳

緊急特別企画「新型コロナウイルス感染症感染拡大の現状における心療内科が果たす役割につい

て」感染症指定医療機関におけるCOVID-19対応医療者のメンタルヘルスサポートの取り組み

第60回日本心身医学会九州地方会（2021年１月31日）
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70.	 中島裕子、西原智恵、嶋本正弥、石野史晃、白石研一郎、米川晶子、岩坂　翔、肥山和俊

緊急特別企画「新型コロナウイルス感染症感染拡大の現状における心療内科が果たす役割につい

て」感染症指定医療機関におけるCOVID-19患者のメンタルヘルス診療の実際

第60回日本心身医学会九州地方会（2021年１月31日）

71.	 日野将吾、井上昭宏、井本圭祐、菊池由生子、木村信一

びまん性の胆管拡張を呈したNivolumab 関連胆管炎の１例

第192回日本医学放射線科学会九州地方会（2021年２月７日、Web 開催）

72.	 菊池由生子、井上昭宏、井本圭祐、日野将吾、大越惠一郎

IgG4関連腎臓病の１例

第192回日本医学放射線学会九州地方会（2021年２月７日、Web 開催）

73.	 有吉貴広、立石哲士、宮島隆一

半導体式サーベイメータの散乱X線測定精度の検討

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日～ 11月14日、Web 開催）

74.	 森　康哲、内田茉奈、立石哲士、川﨑年久、宮島隆一

計算による線量表示機能付きX線撮影システムの線量特性の評価

第15回九州放射線医療技術学術大会（2020年11月14日、長崎）

75.	 立石哲士、有吉貴広、宮島隆一

IVRにおけるＸ線防護シールドの術者被ばく低減の有用性

第15回九州放射線医療技術学術大会（2020年11月14日、長崎）

76.	 南　大雅、宮島隆一、川崎年久、森　康哲、田中宏毅、藤淵俊王

整形外科領域の透視手技における術者手指被ばくの評価について

第15回九州放射線医療技術学術大会（2020年11月14日、長崎）

77.	 楠千恵子

生殖医療における検査技師の役割

第21回国臨協九州支部会新春学術講演会（2021年２月１日～ 28日、Web 開催）

78.	 三浦聖史

リハビリテーション科専門医試験受験支援講座　専門医試験受験体験記

第57回日本リハビリテーション医学会学術集会（2020年８月22日、京都）
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79.	 三浦聖史

感染症指定医療機関としてのCOVID-19症例に対するリハビリテーション治療の取り組み

第４回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会（2020年11月22日、神戸）

80.	 三浦聖史、宮田隆司、松元秀次、東　尚弘、脇坂義信、吾郷哲朗、北園孝成、飯原弘二、下堂薗恵

シンポジウム「脳卒中リハビリテーションにおけるエビデンスと実臨床の discrepancy」

脳卒中リハビリテーションのQuality	Indicator

第46回日本脳卒中学会学術集会（2021年３月13日、福岡）

81.	 三浦聖史

脳卒中を志す学生・研修医・若手医師のリクルート企画　～脳卒中医療のススメ～

求められる脳卒中リハビリテーションの専門医

第46回日本脳卒中学会学術集会（2021年３月13日、福岡）

82.	 増永一貴、三浦聖史、髙木利栄子、佐伯美菜

脳卒中再発による不安・恐怖感に対して、ADOC・MAL を用いた目標設定とフィードバックが

有効であった一例

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日～ 11月14日、新潟・Web 開催）

83.	 佐藤文保、松尾　恵、三浦聖史、中根　博

社会参加に繋がった重度感覚性失語の一症例

第61回日本神経学会学術大会（2020年８月31日～９月２日、岡山・Web 開催）

84.	 原田瑞紀、北　和貴、内田詩織、中山美帆、野原　栄、田中宗浩

栄養管理のタスク・シェアリングを効果的に行うために～ NST 活動の効率 UP を目指したオリ

ジナルシートの活用報告～

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日、Web 開催）

85.	 北　和貴、原田瑞紀、内田詩織、中山美帆、堤　礼子、原　功哉、野原　栄

炭水化物に着目した約束食事箋改定の取り組み

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日、Web 開催）

86.	 北　和貴、原田瑞紀、内田詩織、中山美帆、堤　礼子、原　功哉、野原　栄

炭水化物比率に着目した約束食事箋改定の取り組み

第58回日本糖尿病学会九州地方会（2020年10月16日、Web 開催）

87.	 本田浩一、小池明宏、中司　元

イメージングにおける心拍動が及ぼす血管径変化への検討

第29回日本心血管インターベンション治療学会CVIT2020（2021年２月18日～ 21日、Web 開催）
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88.	 築城李依、赤間祐菜、田辺珠恵、平山裕子、林　理恵、三好史恵

転倒転落のリスク評価における看護師の直感についての考察	

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日、新潟・Web 開催）

89.	 綿貫香苗、堺　弓子、佐倉志洋、三好史恵、徳永雄規

感染症病棟の患者受け入れ訓練を実施して

～新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを通して～

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日、新潟・Web 開催）

90.	 峰松祐介、酒井康仁、江川智津

救命救急センターで危険予知訓練を受けた看護師のリスク感性の変化

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日、新潟・Web 開催）

91.	 木下利恵、安藤由恵、佐野さとみ、辻　昭子、髙﨑直子、卜部美代

気管カニューレ逸脱時に看護師がカニューレ再挿入できるための体制作り

－気管カニューレ再挿入教育プログラムの作成と教育実践について－

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日、新潟・Web 開催）

92.	 剱持葉子、中谷綾子、江川智津、梶原奈々子、坂本和子、馬場文子、香崎智恵美、德永雄規、

	 菰田　浩

新型コロナウイルス感染症の院内感染を防ぐ

～入院患者と病院職員を守るために私たちができること～

第74回国立病院総合医学会（2020年10月17日、新潟・Web 開催）

学会発表の年次推移




