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演　　者 　演　題　名 学　会　名

1
上地　英司、中田知愛、村山知生、
潮平芳樹

ANCA検査のANCA関連血管炎診断に対する寄与
当院ANCA検査施行状況より

第59回日本リウマチ学会総
会・学術集会（2015.4.22　愛
知）

2 藤原　善寿
脊椎の手術後に生じたと考えられる脊椎硬膜
動静脈瘻の2例の検討

第56回日本神経学会学術大会
（2015.5.20　新潟）

3 小禄　雅人 皮膚から見つける内科疾患
南部地区医師会学術生涯教育
講演会（2015.5.27　沖縄）

4
小禄　雅人、関口卓也、照喜名重朋、玉
寄しおり、喜久村祐、永山聖光、
西平守邦、下地國浩、潮平芳樹

当院における腎生検症例の臨床的検討
第58回日本腎臓学会学術総会
（2015.6.4　愛知）

5 下地　國浩 術後無尿になった症例
第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

6 永山　聖光 乳がん患者に発症した悪性高血圧症
第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

7 藤原　洸平
アセトアミノフェンによる薬剤性間質性腎炎
の1例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

8 立田　直久
透析患者の偶発性低体温症に対して加温血液
透析で救命し得た一例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

9
小禄　雅人、潮平芳樹、下地國浩、
西平守邦、永山聖光、喜久村祐、
玉寄しおり、照喜名重朋

当院におけるANCA関連腎炎症例の臨床的検討
第60回日本透析医学会学術集
会・総会（2015.6.25　神奈
川）

10
西平　守邦、関口卓也、照喜名重朋、玉
寄しおり、喜久村祐、永山聖光、
小禄雅人、下地國浩、潮平芳樹

当院における末梢動脈疾患（PAD）の現状と
背景因子の検討

第60回日本透析医学会学術集
会・総会（2015.6.25　神奈
川）

11
永山　聖光、関口卓也、照喜名重朋、玉
寄しおり、喜久村祐、西平守邦、
小禄雅人、下地國浩、潮平芳樹

注排液不良を呈した3症例
第60回日本透析医学会学術集
会・総会（2015.6.25　神奈
川）

12

喜久村　祐、関口卓也、照喜名重朋、玉
寄しおり、喜久村祐、永山聖光、
西平守邦、村山知生、小禄雅人、
下地國浩、潮平芳樹

当院血液透析患者における感染性心内膜炎の
検討

第60回日本透析医学会学術集
会・総会（2015.6.25　神奈
川）

13 中田　知愛 関節リウマチの治療
リウマチ診療　地域連携講演
会（2015.7.10　沖縄）

14
村山　知生、E. Uechi、 C nakata、
Y Shiohira

AN AUTOPSY CASE OF LIMITED CUTANEOUS
SYSTEMIC SCLEROSIS PAH WITH PVOD

17th　Asia　Pacific League
of Associations for
Rheumatology Congress
（2015.9.5　インド）

学会発表

腎臓リウマチ膠原病内科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

15

照喜名 重朋、関口卓也、中田知愛、
矢萩浩一、玉寄しおり、喜久村祐、
永山聖光、西平守邦、村山知生、小禄雅人、
上地英司、下地國浩、潮平芳樹

遠位尿細管アシドーシスを初発症状とし20年
後にループス腎炎を発症した1例

第45回日本腎臓学会西部学術
大会（2015.10.22　石川）

16
上地　英司、Chiai Nakada、 Tomoo
Murayama and Yoshiki Shiohira

Contribution of MPO-/PR3-ANCA Tests to
the Diagnosis of ANCA-Associated
Vasculitis in a Community Hospital:
Evaluation of 2.782 Samples

2015 ACR/ARHP Annual
Meeting（2015.11.6　アメリ
カ）

17 村山　知生 強皮症肺高血圧の症例
第40回沖縄リウマチ・膠原病
懇話会（2015.11.13　沖縄）

18
山口　佐歩美、玉寄しおり、花城
徹、小禄雅人、潮平芳樹

抗GBM抗体型腎炎の一例と当院で経験した5例
の検討

日本内科学会九州支部主催第
311回九州地方会（2015.11.14
長崎）

19 永山　聖光
性同一性障害を背景に持つPD患者に生じた卵
管采巻絡の1例

第21回日本腹膜透析医学会学
術集会総会（2015.11.27　宮
城）

20 矢萩　浩一
トラネキサム酸投与時中止により排液障害が
改善した１例

第21回日本腹膜透析医学会学
術集会総会（2015.11.27　宮
城）

21

関口　卓也、矢萩浩一、照喜名重
朋、花城徹、喜久村祐、永山聖光、
西平守邦、小禄雅人、下地國浩、潮
平芳樹

腎機能低下を契機に診断に至ったサルコイ
ドーシスの一例

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

22 中田　知愛 Bechet病3症例の報告
第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

23 藤原　雅和 局所症状に乏しかった結石性腎盂腎炎の1例
第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

24 下地　國浩 「人工透析について」
沖縄県南部薬剤師会講演会
（2016.1.22　沖縄）

25 矢萩　浩一
豊見城中央病院におけるPD診療と症例報告に
関する講演

TRC症例報告会（2016.2.26
沖縄）

26 永山　聖光
「当院における包括的腎補助療法の現状と展
望」

TRC症例報告会（2016.2.26
沖縄）

27 上地　英司 関節リウマチに対する生物学的製剤について
中外製薬沖縄新薬室社内研修
会（2016.3.4　沖縄）

28 西平　守邦
クラウドサービスを用いた移植腎病理の遠隔
読影システムの構築

第49回日本臨床腎移植学会
（2016.3.23　鳥取）

学会発表

腎臓リウマチ膠原病内科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

29 嘉数　真教
救急車搭載モバイルクラウド心電図による臨
床アウトカム

第79回日本循環器学会学術集
会（2015.4.23　大阪）

30
奥山　和明、Hasan　Jilaihawi、
Mohammad　Kashif、Wen　Cheng、Raj
Makkar

Impact of Troponin Elevation for One-
year Survival after Transcatheter Aortic
Valve Replacement

第79回日本循環器学会学術集
会（2015.4.23　大阪）

31 新崎　修
「“脚が痛い！”“足の傷が治りにくい！”
で、悩む患者はいませんか？」

宮古地区循環器カンファレン
ス（2015.5.15　沖縄）

32 大庭　景介 「心房細動から脳を護ろう！」
宮古地区循環器カンファレン
ス（2015.5.15　沖縄）

33 嘉数　真教
ﾓﾊﾞｲﾙｸﾗｳﾄﾞ12誘導心電図伝送システムが早期
診断につながった一例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

34 奥山　和明
エコーガイドが有用であった前脛骨動脈への
経皮的動脈形成術の1例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

35 新垣　朋弘
アルコール性肝硬変、多発性腫瘍患者に
DIC、黄疸、急性腎障害で発症した沖縄県南
部発症のWeil症の一例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

36 大城　大介
難治性冠攣縮性狭心症、心室細動に対しファ
スジル投与で管理し得た1例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

37
前田　峰孝、奥山和明、山口怜、
前田峰孝、大庭景之、嘉数真教、
新崎修

当院の心房細動患者における抗凝固療法につ
いて

沖縄県南部地区抗凝固療法
Network　Meeting（2015.6.19
沖縄）

38 嘉数　敦
OCTによる観察が有用であった特発性肝動脈
解離の一例

第118回日本循環器学会九州地
方会（2015.6.27　福岡）

39
知念　敏也、Tomohiro　Arakaki、
Kazuaki Okuyama、Kageyuki Ooba、
Masanori Kakakazu、Osamu Arasaki

Tokyo Percutaneous cardiovascular
Intervention Conference2015

TOPIC2015（2015.7.12　東
京）

40 前田　峰孝

A case of Inappropriate ICD Therapies in the
Patient with Overlap Syndrome of LQT3 and
Brugada Syndrome Effectively Treated by
Ablation for Atrial Fibrillation

第30回日本不整脈学会学術大
会/第32回日本心電学会学術集
会　合同学術大会（2015.7.31
京都）

41
嘉数　敦、Masanori Kakazu、Osamu
Arasaki

A case of an extensive intramural
hematoma after stent implantation in a
bend lesion

第24回日本心血管インターベ
ンション治療学会学術集会
（2015.8.1　福岡）

42 新垣　朋弘

A case of acute upper limb ischemia with
arterial thrombosis、treated by
catheter-directed thrombolysis of young
woman.

第24回日本心血管インターベ
ンション治療学会学術集会
（2015.8.1　福岡）

循環器内科

学会発表

- 103 -



演　　者 　演　題　名 学　会　名

43
山口　怜、新崎修、嘉数真教、嘉数
敦

A　MORBID　OBESITY　PATIENT　NEEDS　SPECIAL
CONSIDERATION　FOR　THE　TRACHEOSTOMY　TUBE
CHOICE．USEFULNESS　OF　EARLY　TRACHEOSTOMY　AND
ADJUSTABLE　TRACHEAL　TUBE．

World Federation of
Societies of Intensive and
Critical Care Medicine
（2015.9.1　韓国）

44
新垣　朋弘、奥山和明、阿部昌巳、
知念敏也、山口怜、嘉数敦、
前田峰孝、大庭景介、新崎修

入院時B型慢性肝炎に伴うChild-Pugh分類Cの
肝硬変患者に発症した亜急性心筋梗塞による
心室中隔穿孔に対して外科的修復術を施行し
た一例

第63回日本心臓病学会学術集
会（2015.9.20　神奈川）

45 嘉数　真教、新崎修
MSSA肺血症時に心筋穿孔から急性心タンポ
ナーデを合併したがフィブリン糊によるパッ
チで止血できた透析患者の1救命例

第63回日本心臓病学会学術集
会（2015.9.20　神奈川）

46

山口　怜、Hasan Jilaihawi、
Mohammad Kashif、髙橋伸幸、
前野吉夫、数野祥郎、川森裕之、
Raj R. Makkar

乳癌分子標的薬Trastuzumabによる薬剤性心
筋症の1症例

第63回日本心臓病学会学術集
会（2015.9.20　神奈川）

47 奥山　和明
経皮的大動脈弁置換術後のPercutaneous
Paravalvular Leak Closure: AVP4の有用性
について

ストラクチャークラブジャパン
ライブデモンストレーション2015
（2015.9.25　東京）

48
大庭　景介、新垣朋弘、奥山和明、
阿部昌巳、山口怜、知念敏也、
嘉数敦、嘉数真教、新崎修

心房細胞の加療～NOACとアブレーション～
Face to Face 医療連携の会
（2015.10.8　沖縄）

49
前田　峰孝、奥山和明、嘉数真教、
新崎修

右房のfocal ATに対してPentaRay NAVカテー
テルによる多極同時マップを使用しアブレー
ションを行った1例

カテーテルアブレーション関
連秋季大会2015（2015.10.17
福島）

50 大庭　景介
左房起源の心房頻拍のアブレーションに対
し、多極マッピングが有効であった1例

カテーテルアブレーション関
連秋季大会2015（2015.10.17
福島）

51
阿部　昌巳、新崎修、嘉数真教、
山口怜、嘉数敦、知念敏也

A successfully treated case by hybrid
therapy for occluded lesion of the iliac
and superficial femoral artery

Complex Cardiovascular
Therapeutics　2015
（2015.11.1　兵庫）

52
新垣　朋弘、阿部昌巳、嘉数敦、
知念敏也、嘉数真教、新崎修

両側下肢閉塞性動脈硬化症に対して外科的内
膜摘除術とカテーテルインターベンションに
よるハイブリッド手術にて治療した一例

第22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（2015.11.14　沖
縄）

53
山口　怜、前田峰孝、大庭景介、
新崎修

ベアメタルステント遅発性ステント内血栓症
の一例

第22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（2015.11.14　沖
縄）

54
阿部　昌巳、新垣朋弘、山口怜、
知念敏也、嘉数真教、新崎修

経皮的血管形成術を行うことで植え込みデバ
イスのアップグレードを行った2症例

第22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（2015.11.14　沖
縄）

55
嘉数　敦、新垣朋弘、阿部昌巳、
知念敏也、嘉数真教、新崎修

Reversed guide wire techniqueが有用で
あった分岐部病変の2症例

第22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（2015.11.14　沖
縄）

56
山口　怜、新垣朋弘、奥山和明、
阿部昌巳、知念敏也、前田峰孝、
大庭景介、嘉数真教、新崎修

糖尿病がエゼチミブのLDL低下率に与える影
響

第29回日本冠疾患学会学術集
会（2011.11.23　北海道）

学会発表

循環器内科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

57 嘉数　敦
クロピドグレル耐性が疑われた亜急性期ステ
ント血栓症（SAT）の1例

第119回日本循環器学会九州地
方会（2015.12.5　福岡）

58 前田　峰孝、新崎修 「抗凝固療法の最近の話題」
沖縄県Core Membe Meeting
（2016.1.28　沖縄）

59
大庭　景介、新垣朋弘、知念敏也、
嘉数真教、新崎修

低心機能、持続性心室頻拍から5年後心サル
コイドーシスと診断し、心不全増悪にてICD
からCRT-Dへのup　gradeを行った1例

第8回植込みデバイス関連冬季
大会（2016.2.7　福岡）

60 前田　峰孝
条件付きMRI対応CRT-Dのためmid cardiac
vein (MCV)に左室リードを留置せざるを得な
かった心サルコイドーシスの1例

第8回植込みデバイス関連冬季
大会（2016.2.7　福岡）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

61 當眞　武、井口梓、比嘉盛丈
妊娠糖尿病で分娩後39日目に発症した劇症1
型糖尿病の一例

第58回日本糖尿病学会年次学
術集会（2015.5.20　山口）

62

比嘉　盛丈、座覇明子、眞境名豊
文、井口梓、大城道子、高良正樹、
當眞武、小塚智沙代、植田玲、
益崎裕章、島袋充生

SGLT-2阻害薬レスポンダーの臨床的特徴
第58回日本糖尿病学会年次学
術集会（2015.5.20　山口）

63 井口　梓
ステロイド治療に伴う高血糖に対してメト
フォルミン及びDPP4阻害薬が有効であった4
例の検討

第58回日本糖尿病学会年次学
術集会（2015.5.20　山口）

64 眞境名　豊文 高齢糖尿病者における治療と低血糖との関連
第58回日本糖尿病学会年次学
術集会（2015.5.20　山口）

65 座覇　明子
生体腎移植後の肥満症に対してSGLT-2阻害薬
が無効だった1例

第58回日本糖尿病学会年次学
術集会（2015.5.20　山口）

66 比嘉　盛丈 腎臓ってすごい
第5回腎移植市民フォーラム～
いのちの贈り物～（2015.5.24
沖縄）

67 座覇　明子
SGLT-2阻害薬で減量効果が得られる症例にお
ける臨床的特徴

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

68 平橋　文
糖尿病専門施設で治療中の高齢糖尿病患者に
おける低血糖発症頻度の実態

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

69

比嘉　盛丈、高良正樹、木下昭雄、
座覇明子、眞境名豊文、井口梓、
大城道子、當眞武、植田玲、
小塚智沙代、益崎裕章、島袋充生

食行動パターンと肥満との関連
第36回日本肥満学会
（2015.10.1　愛知）

糖尿病内科

学会発表

循環器内科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

70 比嘉　盛丈 SGLT2阻害薬に期待すること
Total management Seminar
（2015.10.14　沖縄）

71 比嘉　盛丈
SGLT2阻害薬の作用動態が血糖変動に与える
影響について

第6回糖尿病合併症懇話会
（2015.10.29　福岡）

72 比嘉　盛丈 民間病院の立場から

平成27年度沖縄県医師会勤務医部会
講演会　オール沖縄の次なる挑戦！
―これからの専門医にどう取り組む
か―（2015.12.7　沖縄）

73 座覇　明子
長期ステロイド治療により副腎不全が疑われ
た症例

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

74 大湾　朝元
副腎の萎縮にステロイド含有点鼻薬の関与が
疑われた1例

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

75 眞境名　豊文 当院におけるSGLT2阻害薬の使用経験
第73回NDN（南部糖尿病ネット
ワーク）（2016.3.17　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

76 岩渕　悠介、佐藤陽子、松本強
当院で経験した局所麻酔下胸腔鏡による胸膜
癒着術の臨床的検討

第55回日本呼吸器学会学術集
会（2015.4.17　東京）

77 佐藤　陽子、岩渕悠介、松本強 当院における農夫肺症例の検討
第55回日本呼吸器学会学術集
会（2015.4.17　東京）

78
上野　伸行、佐藤陽子、岩淵悠介、
松本強

BAL、TBLBにて好中球有意であった器質化肺
炎の1例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

79 佐藤　陽子 EGFR-TKI治療中の腹水管理について
第二回沖縄県肺癌診療講演会
（2015.7.3　沖縄）

80
平良　翔吾、岩淵悠介、佐藤陽子、
松本強

ランゲルハンス細胞組織球症に伴った肺高血
圧症の1例

第5回沖縄肺高血圧症研究会
（2015.8.7　沖縄）

81
平良　翔吾、岩淵悠介、佐藤陽子、
松本強

肺高血症を合併したランゲルハンス細胞組織
球症の1例

第13回沖縄県胸部疾患研究会
（2015.9.10　沖縄）

82 岩淵　悠介 関節リウマチとびまん性肺陰影とPCP-PCR
第297回　沖縄県臨床呼吸器同
好会（2015.10.27　沖縄）

学会発表

糖尿病内科

呼吸器内科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

83 佐藤　陽子、岩淵悠介、松本強
NSCLCの治療中に縦隔リンパ節腫大のみられ
た症例

第3回沖縄県肺癌診療講演会
（2015.11.12　沖縄）

84 佐藤　陽子、岩渕悠介、松本強
アスペルギルス肺炎を合併した肺癌3症例の
検討

第56回日本肺癌学会学術集会
（2015.11.26　神奈川）

85 佐藤　陽子
パネルデスカッション　COPD治療配合剤に期
待すること

スピオルト新発売記念講演会
（2016.1.8　）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

86
深水　泰宏、長谷川樹里、西平靖、
遠藤一博、中里哲郎
（沖縄赤十字病院）

意識障害を呈し急速に進行した血管内大細胞
型B細胞悪性リンパ腫（Intravascular large
B-cell Lymphoma：以下IVLBCL）の1例

日本内科学会九州地方会
（2015.5.29　福岡）

87 林　涼子、長谷川樹里、西平靖
体幹部の痛みで発症した神経サルコイドーシ
スの1例

第309回日本内科系九州地方大
会（2015.5.30　福岡）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

88

仲地　厚、鳥塚大介、花城清俊、
東康晴、島袋伸洋、剣木崇文、
錦建宏、大田守仁、島袋誠守、照屋
剛

TAPP法にて治療を行った大腿ヘルニアの3例
第13回日本ヘルニア学会学術
集会（2015.5.22　愛知）

89
錦　建宏、大田守仁、剣木崇文、小
禄雅人、西平守邦、潮平芳樹、屋嘉
部生子、北田秀久、升谷耕介

生体腎移植アデノウィルス尿路感染の1例
第35回九州腎移植研究会
（2015.5.30　福岡）

90 大田　守仁
膵IPMNの術前悪性度診断におけるFDG-PET検
査の有用性についての検討

第27回日本肝胆膵外科学会・
学術集会（2015.6.11　東京）

91 仲地　厚 沖縄県における短期滞在手術の現状提示
第11回日本短期滞在外科手術
手技研究会（2015.6.13　沖
縄）

92

仲地　厚、花城清俊、鳥塚大介、
東康晴、島袋伸洋、剣木崇文、錦建
宏、大田守仁、比嘉淳子、島袋誠
守、比嘉国基、我喜屋亮、照屋剛

腹腔鏡下鼠径ヘルニアのトロッカー挿入法で
あるオプティカル法の導入初期成績

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

93

照屋　剛、鳥塚大介、東 康晴、
花城清俊、島袋伸洋、錦建宏、
大田守仁、比嘉国基、比嘉淳子、
仲地厚、我喜屋亮、島袋誠守、城間寛

切除不能進行再発大腸癌での化学療法に伴う
有害事象報告

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

94 比嘉　淳子
集学的治療が奏功しPS4から１へ改善した乳
癌多臓器転移の1例

第23回日本乳癌学会学術総会
（2015.7.1　東京）

95 大田　守仁
日本最南端の移植施設での先端医療の実践～
当院の移植システムの現状と展望～

第31回腎移植・血管外科研究
会（2015.7.9）

呼吸器内科

学会発表

外科

神経内科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

96
錦　建宏、大田守仁、剣木崇文、
小禄雅人、西平守邦、潮平芳樹、
屋嘉部生子、北田秀久

当院におけるドナーアクションプログラムの
取り組み

第31回腎移植・血管外科研究
会（2015.7.9）

97

照屋　剛、鳥塚大介、東  康晴、
花城清俊、島袋伸洋、錦　建宏、
大田守仁、仲地 厚、島袋誠守、
城間　寛

Cetuximab投与中に十二指腸穿孔を生じた進
行大腸癌の１例

第70回日本消化器外科学会総
会（2015.7.15　静岡）

98 辻村　一馬
UTILITY OF THE JAPANESE GLOMERULAR
FILTRATION RATE EQUATION IN ESTIMATING
DONOR KIDNEY

ESOT　Brussels　2015
（2015.9.12　ベルギー）

99
大田　守仁、辻村一馬、錦建宏、
西平守邦、小禄雅人、潮平芳樹、
屋嘉部生子、北田秀久

1年以上エベロリムスを投与した患者の
adverse effectについての検討

第51回日本移植学会総会
（2015.10.1　熊本）

100
辻村　一馬、大田守仁、錦建宏、
永山聖光、西平守邦、小禄雅人、
潮平芳樹、北田秀久

MPGNに対する腎移植の2例
第51回日本移植学会総会
（2015.10.1　熊本）

101
錦　建宏、大田守仁、剣木崇文、
小禄雅人、西平守邦、潮平芳樹、
屋嘉部生子

当科における腎移植後のBKウィルス感染症の
検討

第51回日本移植学会総会
（2015.10.1　熊本）

102
照屋　剛、鳥塚大介、東康晴、
花城清俊、島袋伸洋、錦建宏、
太田守仁、仲地厚

高用量5-FU投与中に高アンモニア血症を呈し
た進行大腸癌の2例

第53回日本癌治療学会学術集
会（2015.10.29　京都）

103

東　康晴、大田守仁、伊波孝路、鳥塚大介、辻村
一馬、花城清俊、島袋伸洋、錦建宏、澤岻安勝、
比嘉淳子、比嘉国基、我喜屋亮、照屋剛、仲地
厚、喜友名正也、戸田隆義

術前診断が困難であった原発性肝
neuroendocrine tumor の一切除例

第20回日本外科病理学会学術
集会（2015.11.6　和歌山）

104
錦　建宏、大田守仁、剣木崇文、
小禄雅人、西平守邦、潮平芳樹、
屋嘉部生子

術前化学療法を施行した進行胃癌術後の異時
性原発性肝細胞癌の一例

第20回日本外科病理学会学術
集会（2015.11.6　和歌山）

105 照屋　剛、仲地厚 子宮体癌術後の直腸転移の１例
第70回日本大腸肛門病学会学
術集会（2015.11.12　愛知）

106
伊波　孝路、我喜屋亮、辻村一馬、澤岻安勝、鳥塚大
介、東康晴、花城清俊、島袋伸洋、錦建宏、比嘉淳子、
比嘉国基、大田守仁、照屋剛、仲地厚、城間寛

 
第77回日本臨床外科学会総会
（2015.11.25　福岡）

107

仲地　厚、伊波孝路、鳥塚大介、花城清俊、
東康晴、 辻村一馬、島袋伸洋、錦建宏、澤
岻安勝、大田守仁、 比嘉淳子、比嘉国基、
我喜屋亮、照屋剛

十分なメッシュ被覆後に発生したBulgingに
対する腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の工
夫

第28回日本内視鏡外科学会総
会（201512.10　大阪）

108

仲地　厚、伊波孝路、鳥塚大介、花城清
俊、東康晴、辻村一馬、島袋伸洋、錦建
宏、澤岻安勝、大田守仁、比嘉淳子、比
嘉国基、我喜屋亮、照屋剛

ステロイド長期内服歴を有する患者への腹腔
鏡下大腸切除術-最近の2症例-

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

109 仲地　厚
左側JHS分類Ⅰ型の腹膜切開はヘルニア門の
下縁内側から始める

第8回日本腹腔鏡下ヘルニア手
術手技研究集会（2016.3.4
静岡）

学会発表

外科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

110
辻村　一馬、大田守仁、錦建宏、
永山聖光、西平守邦、小禄雅人、
潮平芳樹、屋嘉部生子、北田秀久

腎移植後にアデノウイルス感染症を発症した
3例

第49回日本臨床腎移植学会
（2016.3.23　鳥取）

111
錦　建宏、大田守仁、辻村一馬、
小禄雅人、西平守邦、潮平芳樹、
屋嘉部生子、北田秀久、升谷耕介

当科における腎移植後のBKウィルス感染症の
検討

第49回日本臨床腎移植学会
（2016.3.23　鳥取）

112
大田　守仁、辻村一馬、錦建宏、
西平守邦、小禄雅人、潮平芳樹、
屋嘉部生子、北田秀久

移植前Rituximab投与後の遅発性好中球減少
についての検討

第49回日本臨床腎移植学会
（2016.3.23　鳥取）

113 大田　守仁 糖尿病性腎症に対する腎移植治療
第5回腎移植市民フォーラム～
いのちの贈り物～（2015.5.24
沖縄）

114 島袋　伸洋 血管が原因の皮膚の異常所見
南部地区医師会学術生涯教育
講演会（2015.5.27　沖縄）

115 錦　建宏 消化器癌における取り組みについて
制吐療法を考える会
（2015.11.21　沖縄）

116 照屋　剛 大腸癌における化学療法について
中外製薬社内研修会
（2016.1.8　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

117 杉　崇
大腿骨頚部骨折に対する骨接合術の短期治療
成績

第21回救急整形外傷シンポジ
ウム　EOTS in 台湾
（2015.4.23　台湾）

118 永山　盛隆 中高年の整形疾患
平成27年度第1回沖縄銀行健康
保険組合健康講演会
（2015.5.20　沖縄）

119 永山　盛隆 高度臼蓋形成不全股に対するERA0の経験
第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

120 永山　盛隆、渡邉美和、工藤啓久 成人に発症した大腿骨頭すべり症の1例
第42回日本股関節学会学術集
会（2015.10.29　大阪）

121 永山　盛隆
セメントレス人工股関節全置換術後臼蓋骨折
の3例

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

122
永山　盛隆、渡辺美和、工藤啓久、
小島政廣、新垣晃

BiCONTACTステムの長期成績
第46回日本人工関節学会
（2016.2.26　福岡）

123
永山　盛隆、金城綾子、新城芳江、
上運天小百合、与那原洋子

貯血式自己血採血の研修医教育
第29回日本自己血輸血学会・
評議委員会（2016.3.10　北海
道）

学会発表

外科

整形外科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

124 樫山　和也、石山智子
糖尿病患者に生じた体幹部皮膚軟部組織感染
症についての検討

第99回長崎形成外科懇話会
（2015.5.9　長崎）

125 石山　智子、樫山和也、李塡鏞
重度糖尿病と薬剤アレルギーのため、感染コ
ントロールに難渋した足湯熱傷の1例

第41回日本熱傷学会総会学術
集会（2015.6.17　愛知）

126 樫山　和也、石山智子、李塡鏞
未治療糖尿病患者に生じた体幹部皮膚軟組織
壊死についての検討

第7回日本創傷外科学会総会・
学術集会（2015.7.24　東京）

127 樫山　和也、石山智子、李塡鏞
肛門周囲膿瘍を伴った仙骨部褥瘡患者の治療
についての検討

第17回日本褥瘡学会学術集会
（2015.8.27　仙台）

128 李　塡鏞、樫山和也、石山智子
沖縄県における糖尿病と壊死性軟部組織感染
症についての検討

第67回日本皮膚科学会西部支
部学術大会（2015.10.17　長
崎）

129 樫山　和也、石山智子
複合レーザー治療による先天性色素性母斑治
療についての検討

第100回長崎形成外科懇話会
（2015.10.24　東京）

130 樫山　和也、石山智子、李塡鏞 特発性眼筋炎症の治療経験
第33回日本頭蓋顎顔面外科学
会学術集会（2015.11.11　兵
庫）

131 樫山　和也、石山智子、李塡鏞
ラップ療法が長期実施された両下腿熱傷の1
例

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

132 石山　智子、樫山和也、李塡鏞
熱傷での入院を契機に肝細胞がんが指摘され
た未治療糖尿病患者の1症例

第26回日本熱傷学会九州地方
会（2016.2.19　福岡）

133 樫山　和也、石山智子、李塡鏞
Congenital curved nail of the forth toe
の1例

九州・沖縄形成外科科学会第
100回記念・学術集会
（2016.3.12　福岡）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

134 孫　宰賢 認知症について
うるく地域学習会（2015.4.26
沖縄）

135 孫　宰賢
Neuroendovascular treatment at the
southern end of Japan

Ryukyu Friendship
Neurosurgical Conference
（2015.7.3　沖縄）

136 藤井　教雄 A first case of the endovascular surgery
Ryukyu Friendship
Neurosurgical Conference
（2015.7.3　沖縄）

137
孫　宰賢、猪野屋博、山田幸子、
藤井聡、金一宇、松野彰

コイル塞栓術後、動脈瘤周囲浮腫を生じた一
例

第74回日本脳神経外科学会学
術総会（2015.10.14　北海
道）

脳神経外科

学会発表

形成外科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

138 藤井　教雄、孫宰賢
コイル塞栓術後に出現した多発増強病変を呈
した1例：親水コーティング塞栓との関連性
について

第121回日本脳神経外科学会九
州支部会（2015.10.31　佐
賀）

139
孫　宰賢、Takayuki Iwakami、
Norio Fujii

A case of the peri-aneurysmal edema
after the coil embolization

10th Asian Oceanian
Congress of
Neuroradiology(AOCNR2015)
（2015.11.5　福岡）

140 孫　宰賢、岩上貴幸、藤井教雄
バルーンとステントによるY字アシストテク
ニックにて治療した脳底動脈先端部瘤の一例

第31回NPO法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.8　岡山）

141 藤井　教雄
脊椎手術から約2年経過したのちに発症した
脊髄硬膜動静脈瘻の1例

第31回NPO法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2015.11.8　岡山）

142 孫　宰賢
末梢にmigrationしたコイルをステント留置
によりレスキューした一例

第6回熱海脳血管内治療セミ
ナー（2016.3.4　静岡）

143 藤井　教雄、孫宰賢、岩上貴幸
コイル塞栓術中にdistal coil migration を
生じ、ステント留置によりレスキューした1
例

第213回日本神経学会九州地方
会、第122回日本脳神経外科学
会九州支部会（2016.3.11　福
岡）

144
岩上　貴幸、藤井教雄、孫宰賢、
仲間康敏

気管切開術を安全に行うための変法
第25回脳神経外科手術と機器
学会（2016.3.24　新潟）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

145 寺田　真也、山内昭彦、樋上哲哉
コイル塞栓術後1年7か月後に破裂をきたした
腕頭動脈嚢状瘤

第43回日本血管外科学会学術
総会（2015.6.2　神奈川）

146 山内　昭彦、寺田真也、田淵正樹
MICS CABGにおける安全なLITA採取を目指し
て―3D-CTを利用したSurgical viewによる
LITA解析―

第20回日本冠動脈外科学会学
術大会（2015.7.8　京都）

147
山内　昭彦、田淵正樹、寺田真也、
金城一史

MICS CABGにおける安全なITA採取を目指して
―３D-CTによるSurgical view構築―

第29回日本冠疾患学会学術集
会（2015.11.19　北海道）

148 山内　昭彦 当施設におけるOPCAB連続147例の検討
第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

149 寺田　真也
当院における急性A型大動脈解離に対する治
療成績の検討

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

150 田淵　正樹
当院における80歳以上の高齢者に対する大動
脈置換術症例の検討

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

心臓血管外科

学会発表

脳神経外科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

151
余語　久則、Yamakoshi Miyoka、
Shimajiri Takao

Analysis on causes of hospital death
despite the preference for home
death:Cases of liver cancer patients
home-cared at end-stage

EAPC2015 14th World Congress of
the European Association for
Palliative Care（2015.5.5　デン
マーク）

152
川出　ゆかり、余語久則、新里泰
一、笹良剛史、島尻隆夫

圧調節換気中の体位変化が換気量に与える影
響

日本麻酔科学会第62回学術集
会（2015.5.27　兵庫）

153
余語　久則、山腰美代香、
川出ゆかり、島尻隆夫

The validity of entropy values obtained
from a laterofacial electrodes

Euroanaesthesia(2015.5.30
ドイツ）

154

余語　久則、笹良剛史、小禄雅人、
上運天小百合、朝川恵利、田畑優美、新
里あきの、佐久本敦子、瀬名波耕二、前
田愛、川平茜

胆癌および非癌透析患者の終末期透析中止お
よび再開の経験

第20回日本緩和医療学会学術
大会（2015.6.17　神奈川）

155
余語　久則、笹良剛史、島尻隆夫、
田畑優美、新里あきの、佐久本敦
子、瀬名波耕二

妻の子宮頸癌の原因が自分だと悩んだ夫の2
症例

第28回日本サイコオンコロ
ジー学会総会・第15回がん患
者の抑うつと不安に関する研
究会（2015.9.15　広島）

156 藤村 泰三、島尻隆夫、新里泰一
肝硬変Child-Pugh Cおよび高度腎機能低下
G4A1期の患者の心室中隔穿孔パッチ閉鎖手術
の麻酔経験

日本心臓血管麻酔学会第20回
学術大会（2015.10.9　福岡）

157
川出　ゆかり、新里泰一、島尻隆
夫、島袋泰、余語久則、宜保さとこ

HIT交代陰性化患者の冠動脈バイパス術にお
いて術後血栓症会費のために術中もアルガト
ロバンを使用した一例

日本臨床麻酔学会第35回大会
（2015.10.20　神奈川）

158
新里勇人、余語久則、島尻隆夫、
島袋泰、新里泰一、宜保さとこ、
川出ゆかり

食道裂孔ヘルニア根治術後の左胸部位痛にプ
レガバリンが有効であった1症例

日本臨床麻酔学会第35回大会
（2015.10.20　神奈川）

159
余語　久則、川出ゆかり、
山腰美代香、新里泰一、島尻隆夫

Difficulty of evaluating the effect of
ketamine on Bispectral Index and entropy
in use of propofol-remifentanil and
sevoflurane-remifentanil

ANESTHESIOLOGY2015　Leaders
in Perioperative Medicine
（2015.10.24　アメリカ）

160 余語　久則
カフ圧自動調整器カフキーパーの自動調整範
囲

第33回日本麻酔・集中治療テ
クノロジー学会（2015.11.27
香川）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

161
田近　映子、小林剛大、土井生子、
當眞真希子、上地秀昭、安座間誠、
前濱俊之

卵巣腫瘍の術前診断における MRI dynamic
study の診断精度

第67回日本産科婦人科学会学
術講演会（2015.4.9　神奈
川）

162

當眞　真希子、小林剛大、田近映
子、土井生子、安座間誠、上地秀
昭、
前濱俊之

子宮頸癌検診におけるHPV検出および型同型
の臨床的有用性の検討

第67回日本産科婦人科学会学
術講演会（2015.4.9　神奈
川）

163
土井　生子、田近映子、小林剛大、
當眞真希子、上地秀昭、安座間誠、
前濱俊之

子宮頚部上皮内腫瘍の経時的変化に及ぼす
HPV感染および型別の影響について

第67回日本産科婦人科学会学
術講演会（2015.4.9　神奈
川）

学会発表

産婦人科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

164
前濱　俊之、上地秀昭、安座間誠、
小林剛大、土井生子、田近映子、
當眞真希子

子宮頚部上皮内腫瘍に対するフェノール療法
の臨床的検討

第67回日本産科婦人科学会学
術講演会（2015.4.9　神奈
川）

165
上地　秀昭、土井生子、田近映子、
小林剛大、當眞真紀子、安座間誠、
前濱俊之、東政弘

両側卵巣摘出術の4年後にエストロゲン上昇
をきたした1例

第67回日本産科婦人科学会学
術講演会（2015.4.9　神奈
川）

166
小林　剛大、土井生子、田近映子、
當眞真希子、安座間誠、上地秀昭、
前濱俊之

子宮頚部円錐切除症例における妊娠予後とそ
の原因検索の臨床的解析

第67回日本産科婦人科学会学
術講演会（2015.4.9　神奈
川）

167
白石　康子、Makoto　NOHARA、
Masahiro HIGASHI、Tetsuro
SAKUMOTO

Clinical significance of Sperm Recovery
Test (SRT) for the infertile patients

国際生殖医学会学術集会2015
（2015.4.25　神奈川）

168 前濱　俊之、安座間誠、上地秀昭
母乳制限によるHTLV-I母子感染対策の統計学
的検定

第32回日本産婦人科感染症学
会学術講演会（2015.5.22　栃
木）

169
前濱　俊之、安座間誠、上地秀昭、
呉地剛、矢部香織、照屋敦子、
伊禮彩、宮里碧沙、喜友名正也

ダグラス窩に微小転移を認めた卵巣境界悪性
表在性乳頭状腫瘍の1例

第56回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）（2015.6.12　島
根）

170 當眞　真希子
ﾎﾙﾓﾝ剤自己中断後チョコレート嚢胞破裂をき
たした1例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

171 小林　剛大
卵巣腫瘍との鑑別が困難であった超巨大子宮
筋腫の1例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

172 土井　生子
卵巣チョコレート嚢胞との鑑別に苦慮した
cystic adenomyomaの1例

第119回沖縄県医師会医学会総
会（2015.6.13　沖縄）

173 前濱　俊之 子宮頸部病変の早期診断・早期治療の最前線
第18回日本外科病理学会沖縄
支部　市民公開講座
（2015.6.20　沖縄）

174 前濱　俊之、安座間誠 現行のHTLV-I母子感染対策の統計学的検定
第51回日本周産期・新生児医
学会学術集会（2015.7.9　福
岡）

175 上地　秀昭、前濱俊之
円錐切除術後外科断端陽性例のフォローアッ
プにおけるHPV検査の有用性

第57回公益社団法人日本婦人
科腫瘍学会学術講演会
（2015.8.6　岩手）

176 前濱　俊之、上地秀昭、安座間誠
セカンドオピニオン外来にて確定診断された
卵巣low-grade漿液性腺癌の1例

第57回公益社団法人日本婦人
科腫瘍学会学術講演会
（2015.8.6　岩手）

177 前濱　俊之、江島伸興
現行の母乳制限によるHTLV-1母子感染対策の
統計的分析

第2回日本HTLV-1学会学術集会
（2015.8.21　東京）

178
小林剛大、土井生子、當眞真希
子、上地秀昭、前濱俊之

多血症が発症した巨大子宮筋腫の1例
第41回沖縄産科婦人科学会
学術集会　(2015.9.6 沖
縄）

学会発表

産婦人科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

179
神山和也、土井生子、田近映子、
小林剛大、當眞真希子、上地秀
昭、前濱俊之

当科で確定診断された卵巣low-grade漿
液性腺癌の1例

第41回沖縄産科婦人科学会
学術集会　(2015.9.6 沖
縄）

180
土井生子、田近映子、小林剛大、
當眞真希子、上地秀昭、神山和
也、前濱俊之

子宮体部粘液性腺癌の1例
第41回沖縄産科婦人科学会
学術集会　(2015.9.6 沖
縄）

181
當眞真希子、小林剛大、田近映
子、土井生子、上地秀昭、前濱俊
之

脾臓転移をきたした子宮癌肉腫の1例
第41回沖縄産科婦人科学会
学術集会　(2015.9.6 沖
縄）

182
前濱俊之、上地秀昭、當眞真希
子、土井生子、田近映子、小林剛
大、神山和也

HTLV-I母子感染対策の統計的仮説検定
第41回沖縄産科婦人科学会
学術集会　(2015.9.6 沖
縄）

183 上地　秀昭、野原理
腹腔鏡術後に診断された子宮内膜間質腫瘍の
1例

第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会（2015.9.10
神奈川）

184 前濱　俊之、上地秀昭、喜友名正也
抗癌剤抵抗性を示した卵巣low-grade漿液性
癌の1例

第20回日本外科病理学会学術
集会（2015.11.5　和歌山）

185
前濱　俊之、上地秀昭、呉地剛、
矢部香織、照屋敦子、伊禮彩、
宮里碧沙、喜友名正也

子宮頸癌検診におけるHPV検出および型検査
併用の臨床的意義

第54回日本臨床細胞学会秋期
大会（2015.11.20　愛知）

186 前濱　俊之、神山和也
HTLV-I母子感染の実態とその対策に対する統
計学的検定

日本性感染症学会第28回学術
大会（2015.12.5　東京）

187 前濱　俊之 HTLV-I母子感染対策の地域別統計学的検証
第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

188 當眞　真希子 当院で経験した子宮体部癌肉腫の一例
第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

189 小林　剛大 子宮体癌術後に肺転移を認めた1例
第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

190 土井　生子
卵巣成熟嚢胞奇形腫自然破裂後に発症した化
学性腹膜炎の一例

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

191 大城　大介 頚部浸潤を伴った子宮体部癌肉腫の1例
第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

192 李　賢雅
卵巣小嚢胞より2年経過後卵巣明細胞癌に
なったと考えられた1例

第120回沖縄県医師会医学会総
会（2015.12.13　沖縄）

193 前濱　俊之、野原理 閉経後2年で発症した極小卵巣明細胞癌の1例
第37回日本エンドメトリオー
シス学会学術講演会
（2016.1.22　熊本）

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

194 玉城　正弘
平成28年度対象研修医シミュレーショント
レーニング　講師

（2015.4.3　沖縄）

195 玉城　正弘
米国集中治療医学会FCCS　Japan　出雲コー
ス　講師

（2015.6.26　島根）

196 玉城　正弘 日本心臓病学会ABCD　Sonography　講師 （2015.9.20　神奈川）

197 玉城　正弘
米国集中治療医学会FCCS　Japan　那覇コー
ス　講師

（2016.1.9　沖縄）

198 玉城　正弘 ICLS（みーむんコース）　講師 （2016.1.24　沖縄）

199 玉城　正弘 ICLS（みーむんコース）　講師 （2016.3.6　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

200 金城　秀俊 振り子様巨大咽頭蓋嚢胞の一例
第59回沖縄県耳鼻咽喉科懇話
会（2016.3.23　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

201 又吉　幸秀
夜間頻尿に対するｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ最適投与方法に
関する多施設臨床研究

第103回日本泌尿器科学会総会
（2015.4.18　石川）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

202 安里　豊 壊疽性膿皮症の2例
日本皮膚科学会第74回沖縄地
方会（2015.6.28　沖縄）

203 安里　豊 sister Mary Joseph's noduleの1例
日本皮膚科学会第78回沖縄地
方会（2016.2.14　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

204 喜友名 正也、戸田隆義 食道Mixed adenoendocrineの1切除例
第104回日本病理学会総会
（2015.4.30　愛知）

205

喜友名 正也、前濱俊之、上地秀昭、
宮里碧沙、伊禮彩、照屋敦子、
矢部香織、呉地剛、島袋貴子、
立津千絵

推定診断に苦慮した卵巣低悪性度漿液性腺癌
の１手術例

第56回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）（2015.6.12　島
根）

206
喜友名　正也、戸田隆義、上地秀
昭、前濱俊之

診断に苦慮した卵巣淡明細胞細胞腫瘍の1症
例

第20回日本外科病理学会学術
集会（2015.11.5　和歌山）

病理診断科

ICU

皮膚科

耳鼻咽喉科

泌尿器科

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

207 三瀬　宏美
CPA蘇生後の超高齢者に対する心臓リハビリ
テーション継続が身体機能改善と再入院予防
に有用であった一経験

第79回日本循環器学会学術集
会（2015.4.23　大阪）

208
知念　大介、當銘隆人、喜瀬喜久
枝、平良豊

麻痺側である右下腿に褥瘡形成し、治癒に
３ヶ月有した１例を通して

第12回日本褥瘡学会九州地方
会学術集会（2015.5.16　福
岡）

209 平良　豊
腎移植後に憩室穿孔や創部離開を発症し創傷
管理に難渋した一例

第24回日本創傷・オスト
ミー・失禁管理学会学術集会
（2015.5.29　千葉）

210 渡口　里織、芝山迪孝
脊椎手術の術前オリエンテーションDVD作成
を試みて

第15回日本運動器看護学会
（2015.6.5　神奈川）

211 森山　琴絵 共同意思決定（SDM）による治療変更の援助
第60回日本透析医学会学術集
会・総会（2015.6.26　神奈
川）

212 屋嘉部　生子
沖縄県の膵腎移植希望者のためにコーディ
ネーターとしてできること

第31回腎移植・血管外科研究
会（2015.7.8　栃木）

213 諸見里　亜紀子 人工呼吸器装着患者への食支援を通して
第3回NPO法人口から食べる幸
せを守る会（2015.7.10　神奈
川）

214 三瀬　宏美
PCI後早期退院する症例に、心臓リハビリ専
従看護師は何ができるか

第21回日本心臓リハビリテー
ション学会学術集会
（2015.7.16　福岡）

215
玉城　判、玉城貴雄、平良豊、
樫山和也

シャワー浴が好影響を与えた壊死性軟部組織
感染症と多発褥瘡がある1例を経験して

第17回日本褥瘡学会学術集会
（2015.8.27　宮城）

216 平良　豊
当院における褥瘡ハイリスク患者ケア加算算
定患者の褥瘡発生要因の検討

第17回日本褥瘡学会学術集会
（2015.8.27　宮城）

217 池端　良太 超高齢者の嚥下障害から学んだ食支援
第21回日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会学術大会
（2015.9.10　京都）

218 屋嘉部　生子
当院における献腎登録待機患者の更新外来受
診状況から見えてきた問題点

第51回日本移植学会総会
（2015.9.30　熊本）

219 平良　豊 系列施設間での創傷ケア連携の現状と課題
第14回沖縄ウンドマネジメン
ト研究会（2015.10.17　沖
縄）

220 金城　聖子
業務改善に向けた取り組み～内視鏡センター
での標準業務手順作成について～

日本医療マネジメント学会
第14回九州・山口連合大会
（2015.11.19　熊本）

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

221 仲間　敏春
術前患者情報収集を洗練化する為の取り組み
～看護師の不安を取り除く視点から～

第29回日本冠疾患学会学術集
会（2015.11.19　北海道）

222 大城　和也 OPCAB術後における肺合併症予防について
第29回日本冠疾患学会学術集
会（2015.11.19　北海道）

223 平良　千夏
これで快適PDライフ！！　PD生活をサポート
する患者指導　～補助具提示をよりスムーズ
に～

第21回日本腹膜透析学会医学
会学術集会・総会
（2015.11.27　宮城）

224 宮城　律子
退院に向けて複数施設への指導に困難を感じ
た事例を通して

第21回日本腹膜透析学会医学
会学術集会・総会
（2015.11.27　宮城）

225 大城　和也
経腸栄養プロトコール導入の試み」「心拍動
下冠動脈バイパス術後の術場抜管について

第43回日本集中治療医学会学
術集会（2016.2.11　兵庫）

226 仲間　敏春
SBTプロトコールを用いた看護師による
Weaning assessment

第43回日本集中治療医学会学
術集会（2016.2.11　兵庫）

227 大城　清貴
経口摂取へ向けて多角的視点での介入を検討
した一例

第31回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2016.2.24　福岡）

228 豊島　紫乃絵 重症肺炎を発症した著名な低栄養患者の一例
第31回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2016.2.24　福岡）

229 上江洲　真樹、玉城貴雄 中堅看護師育成のための病棟主任の役割
第3回PNS研究会（2016.3.5
福井）

230
江藤　浅香、屋嘉部生子、平良千
夏、西平守邦、下地國浩

透析室看護師の献腎移植における取り組み
第34回沖縄県人工透析研究会
（2016.3.13　沖縄）

231 中村　昌子、石川美根子 感染防止対策のための現場改善を取り入れて
第3回日本環境感染学会総会・
学術集会（2016.2.19　京都）

232 大城　清貴
口から食べることをサポートする為の包括的
支援スキル－KTバランスチャートを用いた展
開－

第21回JSDR看護師交流集会
（2015.9.11　京都）

233 上原　弘美
「がんになっても看護師として働き続けた
い！」その想いに寄り添うためサバイバー
ナースの就労支援を一緒に考えませんか？

第30回日本がん看護学術集
会・交流集会（2016.2.21　千
葉）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

234 関口  浩至
表面筋電図を用いた頻呼吸時の呼吸筋の評価
法

第37回日本呼吸療法医学会学
術集会・第5回呼吸療法スタッ
フ講習会（2015.7.16　京都）

235 徳山　未希
家屋調査に基づいた実生活に沿った退院支援
の報告

第18回沖縄呼吸療法研究会
（2016.1.23　沖縄）

学会発表
看護局

呼吸循環療法室
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

236 金城　一史
MICSにおける左内胸動脈走行の位置情報を支
援する術前3Dイメージングについて

AZE展2015（2015.5.30　東
京）

237 金城　一史
320列CT装置を用いた原発性ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症に対
する副腎3D-CTVに関する撮影の検討

一般社団法人沖縄県放射線技
師会第60回定期総会
（2015.5.24　沖縄）

238 金城　一史
低侵襲心臓手術にAZE雷神を用いた術前ITAの
Surgical view の検討

一般社団法人沖縄県放射線技
師会第60回定期総会
（2015.5.24　沖縄）

239 浅黄　真那
始業点検時に水ﾌｧﾝﾄﾑを追加することで装置ｴ
ﾗｰを早期に発見できた事例報告

一般社団法人沖縄県放射線技
師会第60回定期総会
（2015.5.24　沖縄）

240 島袋　真
320列CTを用いた心臓CT時の注入時間短縮の
検討

一般社団法人沖縄県放射線技
師会第60回定期総会
（2015.5.24　沖縄）

241 島袋　真
造影剤理論に基づき心臓CT時に低濃度造影剤
を使用した3症例からの報告

一般社団法人沖縄県放射線技
師会第60回定期総会
（2015.5.24　沖縄）

242 比嘉　一郎
Paroxysmal atrial fibrillation（Paf）発作性心
房細動を目的としたAblation　術前心臓3DCTにお
ける左房と食道のFusion 3D画像の有用性について

一般社団法人沖縄県放射線技
師会第60回定期総会
（2015.5.24　沖縄）

243 有働　直生
Magnetization prepared Rapid Acquisition
Gradient Echoes（MP2RAGE）によるT1値の測
定精度評価

一般社団法人沖縄県放射線技
師会第60回定期総会
（2015.5.24　沖縄）

244 山田　憲一 MR装置における磁性体吸着事故の報告と対策
一般社団法人沖縄県放射線技
師会第60回定期総会
（2015.5.24　沖縄）

245 島袋　真
中濃度造影剤と低濃度造影剤使用による下枝
3D-CTAの比較

第5回沖縄CT研究会主催　3Dコ
ンテスト（2015.5.24　沖縄）

246 金城　一史
MICS-CABGの3術前支援画像として用いられた
3D-CT画像

第5回沖縄CT研究会主催　3Dコ
ンテスト（2015.5.24　沖縄）

247 金城　一史
64列CTから320列CT装置AquilionONE導入によ
る右副腎静脈に対する撮影タイミングについ
て

第19回CTサミット（2015.7.24
東京）

248 金城　一史 大血管＋冠動脈領域～臨床3D画像とは～
第15回沖縄CT研究会
（201511.14　沖縄）

249 金城　一史
320列CTとWorkstation　AZE　virtual place
導入による新たな心臓3DCTの活用について

第22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（2015.11.14　沖
縄）

250 金城　一史
原発性アルドステロン症（PA）に対する東芝
320列CT装置を用いた副腎静脈3D撮影による
副腎サンプリング（AVS）支援について

第31回日本診療放射線技師学
術大会（2015.11.21　京都）

251 金城　一史
MICS CABGに対する術前ITA 3D Imagingにつ
いて

画論 The Best Image2015
（2015.12.13　東京）

放射線技術科

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

252 城間　俊充
臼蓋形成不全に伴う変形性股関節症に対する
弯曲状寛骨骨切り術の一例

第50回日本理学療法学術大会
（2015.6.4　東京）

253 玉寄　歩
ALS患者の在宅復帰に向けた取り組みを経験
して

第49回日本作業療法学会
（2015.6.18　兵庫）

254 高橋　陽
当院における高齢心臓血管外科術後患者はど
のような入院経過をたどるか

第21回心臓リハビリテーショ
ン学会学術集会（2015.7.16
福岡）

255 高橋　陽
当院心不全クリニカルパス導入は心臓リハビ
リテーションに何をもたらすか

第21回心臓リハビリテーショ
ン学会学術集会（2015.7.16
福岡）

256 長濱　みき
摂食嚥下障害者へのチームアプローチ　～言
語聴覚士の役割と今後の課題～

第21回日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会学術大会
（2015.9.10　京都）

257 城間　俊充
当院におけるCPO術後リハビリテーションに
ついての調査・報告

第42回日本股関節学会
（2015.10.27　大阪）

258 城間　俊充
当院における弯曲状寛骨骨切り術クリニカル
パスの改善

第16回日本クリニカルパス学
会（2015.11.12　千葉）

259 又吉　香織
急性期リハビリテーションにおけるNST介入
患者の経過からみえたこと

第31回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2016.2.24　福岡）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

260 仙北屋　浩亮 臨床における細胞培養技術者とその役割
沖縄再生医療人材育成セミ
ナー（2016.1.25　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

261 松田　英世 出血源を特定し得た小腸出血の1例
第40回　日本超音波検査学会
学術集会（2015.5.15　神奈
川）

262 登川　雅子 心筋梗塞に合併した心室中隔穿孔を経験して
第51回沖縄県医学検査学会
(2015.6.21　沖縄）

263 東盛　明奈
超音波検査が有用であった魚骨による小腸穿
孔の1例

第51回沖縄県医学検査学会
(2015.6.21　沖縄）

264 北村　文太 APTT試薬の比較検討
第51回沖縄県医学検査学会
(2015.6.21　沖縄）

リハビリテーション科

先端医療研究センター（セル・プロセッシング・センター）

検査科

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

265
大城　真理奈、島袋誠守、照屋剛、
橋本孝夫

当院での分割DCS療法の検討
第13回日本臨床腫瘍学会学術
集会（2015.7.15　北海道）

266
大城　瑠奈、屋嘉部生子、大田守
仁、橋本孝夫

腎移植外来における薬剤師の活動
第9回日本腎臓病薬物療法学会
学術集会・総会2015
（2015.10.23　宮城）

267
大城　匡史、大城瑠奈、平識善彦、
橋本孝夫

透析患者におけるイバンドロン酸ナトリウム
（IBN）静注投与における安全性の検討

第9回日本腎臓病薬物療法学会
学術集会・総会2015
（2015.10.23　宮城）

268
新垣　淑大、安里美奈、伊波友理
華、小杉卓大、大城彩子、石川美根
子、 西平守邦

当院における外科治療を必要とした消化管穿
孔症例への抗菌薬の投与状況の報告

第29回沖縄県薬剤師学術大会
（2015.11.1　沖縄）

269 大城　真理奈、潮平芳樹、橋本孝夫
当院におけるリウマチ性疾患患者を対象とし
た妊娠と薬に関する意識調査

第25回日本医療薬学会
（2015.11.20　神奈川）

270 大城　瑠奈、大田守仁、橋本孝夫
スルファメトキサゾール・トリメトプリム
（ST合剤）アレルギー歴のある腎移植レシピ
エントに対して脱感作療法を行った1例

第25回日本医療薬学会
（2015.11.20　神奈川）

271
大城　匡史、大城瑠奈、平識善彦、
橋本孝夫

スムーズな自己管理の秘訣　-薬剤師の介入
を通して-

第21回日本腹膜透析医学会学
術集会・総会（2015.11.27
宮城）

272
安里　美奈、伊波友理華、小杉卓
大、大城彩子、石川美根子、西平守
邦

血液透析患者におけるバンコマイシン継続投
与時の血中濃度の変動

第31回日本環境感染学会

273

小杉　卓大、新垣淑大、伊波友理
華、安里美奈、大城彩子、石川美根
子、
西平守邦

血液透析（HD）患者へのバンコマイシン初回
負荷投与量の検証

第31回日本環境感染学会

274

伊波　友理華、新垣淑大、安里美
奈、小杉卓大、大城彩子、石川美根
子、
西平守邦

当院におけるダプトマイシン使用状況の把握 第31回日本環境感染学会

275 中川　幹宜
当院HCU病棟での栄養知識調査による取り組
み

第31回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2016.2.24　福岡）

276
上原　政文、大城真理奈、大田守
仁、真喜志知子、橋本孝夫

膵がんに対するGEM+nabPAC隔週投与の検討
日本臨床腫瘍薬学会学術大会
2016（2016.3.11　鹿児島）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

277
上原　千明、比嘉笑里、安里美樹、
一松かおり、座覇明子、真境名豊
文、井口梓、當眞武、比嘉盛丈

沖縄県における肥満度とPFC比率との関連解
析

第58回日本糖尿病学会年次学
術集会（2015.5.21　山口）

栄養科

薬剤科

学会発表
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278
安里　美樹、一松かおり、永山聖
光、西平守邦、井関邦敏

当院における透析外来患者の栄養障害リスク
の現状調査

第60回日本透析医学会学術集
会・総会（2015.6.25　神奈
川）

279 一松　かおり
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2015.8.16　沖縄）

280
安里　美樹、兒玉遼子、一松かお
り、平良豊、大嶺知栄子、李塡鏞、
石山智子、樫山和也

褥瘡患者へ多職種が介入し褥瘡治癒を認め
チーム医療が有用であった1例

第17回日本褥瘡学会学術集会
（2015.8.27　宮城）

281 前原　礼子
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2015.9.13　沖縄）

282 一松　かおり
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2015.10.4　沖縄）

283 上原　千明
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2015.10.11　沖縄）

284 安里　美樹
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2015.11.8　沖縄）

285 當眞　由子
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2015.11.22　沖縄）

286 前原　礼子
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2015.12.13　沖縄）

287
一松　かおり、安里美樹、玉寄絹
代、安里美樹、前原礼子、祝嶺祐
子、喜納典子、上原千明、比嘉笑里

ｿﾌﾄ食の内容充実に向けて　～患者の栄養状
態と嗜好調査から検討～

第19回日本病態栄養学会学術
集会（2016.1.6　神奈川）

288 玉寄　絹代
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2016.1.10　沖縄）

289 与座真　菜華
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2016.1.31　沖縄）

290 眞榮城　由美
美味しく楽しく食べて、生活習慣病を予防し
よう

豊見城市生活習慣病予防教室
（2016.2.21　沖縄）

291
宮城典子、安里美樹、玉寄絹代、
一松かおり、赤嶺幸乃、山城美樹、
大城清貴、岩渕悠介、照屋剛

咽頭癌術後の栄養管理を行った2症例
第31回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2016.2.24　福岡）

292 一松　かおり 高齢者の栄養管理
豊見城市講演会（2016.2.27
沖縄）

293
安里　美樹、上原千明、前原礼子、
一松かおり、大城清貴、立津由美
子、喜久村祐、岩渕悠介、照屋剛

経管栄養に難渋し、多職種介入によって改善
を得られた1症例

第11回沖縄NSTフォーラム
（2016.3.12　沖縄）

栄養科

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

294 吉浜　清安
当院の間歇補充型HDF療法による補液プログ
ラムの比較検討

第60回日本透析医学会学術集
会・総会（2015.6.25　神奈
川）

295 鹿島　裕
高度肥満患者に対する上行大動脈人工血管置
換術の経験

第41回日本体外循環技術医学
会大会（2015.10.16　兵庫）

296 仲盛　智之
ステント留置後にIVUSが抜去不能となり対処
マニュアルにて抜去できた症例

第22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（2015.12.13　沖
縄）

297 奥原　崇人
透析患者監視装置におけるクリーニングクロ
スToraysee® for CEへの期待

第34回沖縄県人工透析研究会
（2016.3.13　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

298 仲盛　さやか
腎移植外来におけるMedical Assistant
（MA）の役割

第31回腎移植・血管外科研究
会（2015.7.8　栃木）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

299 井関　邦敏 沖縄県における透析療法の現況
第34回沖縄県人工透析研究会
（2016.3.13　沖縄）

300 井関　邦敏 Japan Renal Registry
9th ICURT（2016.3.16　メキ
シコ）

301 井関　邦敏、Noriyuki Iwamoto
Low Parathyroid Hormone Levels after
Parathyroidectomy Reduce Cardiovascular
Mortality in Hemodialysis Patients

9th ICURT（2016.3.16　メキ
シコ）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

302 仲里　考史 雇用の質に対する友愛会の取り組み
医療勤務環境改善セミナー
（2015.9.12　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

303 比嘉　聡
ABC分析を用いた効率的な登録医訪問業務の
検証

第17回日本医療マネジメント
学会学術総会（2015.6.11　大
阪）

304 仲地　貴弘 地域連携室が行う訪問業務の効果
第17回日本医療マネジメント
学会学術総会（2015.6.11　大
阪）

学会発表

医局事務課

地域連携室

人事課

臨床研究支援センター

臨床工学科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

305 東門　麻里子 逆紹介率向上に向けた取り組みの評価
第65回日本病院学会
（2015.6.17　長野）

306 東江　愛可音
沖縄県内離島病院との心疾患患者の医療連携
について

第65回日本病院学会
（2015.6.17　長野）

307 仲地　貴弘
地域医療連携ネットワークちゅらネットワー
クの取り組み

第65回日本病院学会
（2015.6.17　長野）

308 仲地　貴弘
当院における地域包括ケアシステムを見据え
た医療福祉連携士の取り組み

第14回日本医療マネジメント
学会学術総会九州・山口連合
大会（2015.11.20　熊本）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

309 矢野　俊恵 言葉をこえた関わりを考える
第49回日本作業療法学会
（2015.6.18　兵庫）

310 與座　勇人、宮城健志、矢野俊恵
ご家族様への精神的支援に重点を置いた在宅
復帰調整

第26回全国介護老人保健施設
大会（2015.9.2　神奈川）

311
矢野　俊恵、村山雄泉、
宮良志穂、與座　勇人

壁画の果たした役割～２本の木が教えてくれ
たこと～

第22回沖縄県老人保健施設大
会（2016.2.19　沖縄）

312 池間　博史、佐和田亮、矢野俊恵 End Of Life Care ～私達にできること～
第22回沖縄県老人保健施設大
会（2016.2.19　沖縄）

友愛園

学会発表

地域連携室
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