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演　　者 　演　題　名 学　会　名

1 上地　英司 リウマチ性疾患による胸水性状の検討
第60回日本リウマチ学会総
会・学術集会（2016.4　神奈
川）

2 下地　國浩
Comparison of lung ultrasound with
cardiac echocardiography in chronic
hemodialysis patients

第53回欧州腎学会・移植透析
学会（2016.5　オーストリ
ア）

3

小禄　雅人、関口卓也、矢萩浩一、照喜
名重朋、花城徹、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、井関邦敏

透析を離脱した抗GBM抗体型腎炎の１例と当
院で経験した他5例の検討

第61回日本透析医学会学術集
会・総会（2016.6　大阪府）

4
西平　守邦、①下地國浩、井上卓、潮平
芳樹、井関邦敏　②下地國浩、潮平芳
樹、井関邦敏

①維持血液透析患者における肺超音波検査に
よる体液量評価
②血液透析患者におけるイバンドロネート投
与の有用性

第61回日本透析医学会学術集
会・総会（2016.6　大阪府）

5

喜久村　祐、関口卓也、矢萩浩一、照喜
名重朋、玉寄しおり、花城徹、永山聖
光、西平守邦、小禄雅人、下地國浩、潮
平芳樹、井関邦敏

生体弁置換術後3年で弁機能不全をきたした
透析患者の一例

第61回日本透析医学会学術集
会・総会（2016.6　大阪府）

6
永山　聖光、潮平芳樹、下地國浩、小禄
雅人、西平守邦、喜久村祐、玉寄しお
り、花城徹、関口卓也

当院の腹膜透析の現況
第22回日本腹膜透析医学会
（2016.9　北海道）

7 西平　守邦
血液透析前後での血圧変動に対する左房径や
下大静脈径の評価

第46回日本腎臓学会西部学術
大会（2016.10　宮崎県）

8 安達　崇之、辻村　一馬
Utility of Cystain C-Based Equation for
GFR Estimation in a Living Kidney Donor

American Society of
Nephrology50th KIDNEYWEEK
（2016.11　シカゴ）

9
永山　聖光、大田守仁、関口卓也、安達
崇之、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

当院における腹膜透析診療の実際
第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

10

小禄　雅人、関口卓也、安達崇之、
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、井
関邦敏

感染性心内膜炎に対する人工弁置換術後に溶
血性貧血を発症した透析患者の一例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

11
平良　翔吾、西平守邦、下地國浩、
池原泰彦、潮平芳樹、井関邦敏

マイコプラズマ感染を合併した若年成人発症
メガロサイトウィルス初感染の一例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

12
曽谷　祐貴、永山聖光、西平守邦、
下地國浩、潮平芳樹、国吉和昌

反復する脳梗塞と神経症状に片頭痛の関与が
疑われた一例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

13 伊佐　綾香
間質性腎炎に対するステロイド治療中に薬剤
性劇症肝炎を発症した1例

日本内科学会九州地方会
（2017.1　福岡県）

14 小禄　雅人
当院における腎代替療法選択外来(そらまめ
外来)の現状

第50回日本臨床腎移植学会
（2017.2　兵庫県）

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

15 西平　守邦
腎提供術前後で尿酸値と腎機能変化の関連に
ついての検討

第50回日本臨床腎移植学会
（2017.2　兵庫県）

16
西平　守邦、徳山清之、嘉川春生、
古波蔵健太郎、粟国あつみ、平良千
夏

沖縄県内の透析施設における運動療法の現況
第7回日本腎臓リハビリテー
ション学会学術集会
（2017.2　茨城県）

17 潮平　芳樹
水腎症を合併した結節性多発動脈炎の長期
フォローしている一例

第53回九州リウマチ学会
（2017.3　大分県）

18 村山　知生
発熱・頭痛・下肢跛行を主訴に来院された側
頭動脈炎の70才男性の症例

第53回九州リウマチ学会
（2017.3　大分県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

19 山口　怜
Identifyning Factors Influencing Low
Density Lipoplotein Lowering Effect of
Ezetimibe in Japanese Subject

アメリカ心臓病学会　動脈硬
化/血栓/血管生物学　学術集
会2016（2016.5　アメリカ）

20 山口　怜

Reverse re-distribution in semi-
quantitative scoring summed difference
score is associated with a lower
fractional flow reserve

Society of Nuclear Medicine
and Molecular Imaging
（2016.6　アメリカ）

21
前田　峰孝、新垣朋弘、奥山和明、阿部
昌巳、山口怜、嘉数敦、知念敏也、大庭
景介、嘉数真教、新崎修

Cryoballoonによる心房細動治療における3D
mapping systemの有用性

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

22
藤原　雅和、新垣朋弘、奥山和明、山口
怜、嘉数敦、知念敏也、前田峰孝、嘉数
真教、新崎修

発症時期不明の無症候性心筋梗塞に伴う心タ
ンポナーデの1例

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

23
嘉数　真教、新垣朋弘、奥山和明、阿部
昌巳、山口怜、知念敏也、嘉数敦、前田
峰孝、大庭景介、新崎修

クラウド型12誘導心電図伝送システムの有用
性～当院での1年間を通しての活用経験より
～

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

24 奥山　和明

Coaxiality of Approach Assessed by
Computed Tomography and Procedural
Outcome of Transcatheter Aortic Valve
Replacement

SOCIETY OF CARDIOVASCULAR
COMPUTED TOMOGRAPHY
（2016.6　アメリカ）

25 嘉数　敦
LMT高度石灰化病変に対しRotational
Atherectomy施行するもバルーン拡張得られ
なかった症例

TOPIC2016（2016.7　東京都）

26 嘉数　真教
モバイル型12誘導伝送心電図システムにより
早期診断・治療につながった急性心筋梗塞の
1例

第23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（2016.8　福岡県）

27 嘉数　敦
川崎病の急性心筋梗塞に対しPCI施行するも
再灌流得られずCABGを施行した１例

第23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（2016.8　福岡県）

28 嘉数　敦
異なる治療法を選択したiliac compression
symdromeの2症例

第64回日本心臓病学会学術集
会（2016.9　東京都）

学会発表

腎臓リウマチ膠原病内科

循環器内科

- 96 -



友愛会　豊見城中央病院　医学雑誌　第6巻　2018

演　　者 　演　題　名 学　会　名

29 奥山　和明
急性心筋梗塞を呈したEnterococcusfaecalis
による感染性心内膜炎の一例

第121回日本循環器学会九州地
方会（2016.12　鹿児島県）

30
大庭　景介、前田峰孝、嘉数真教、
新崎修

狭心症に対する待機的PCI後の運動負荷にて
心室頻脈がみられ、アブレーションにて加療
を行った一例

第121回日本循環器学会九州地
方会（2016.12　鹿児島県）

31
嘉数　真教、新崎修、新垣朋弘、奥山和
明、大庭景介、阿部昌巳、知念敏也、山
口怜、嘉数敦、前田峰孝

クラウド型12誘導伝送心電図システム導入へ
の取り組み～1年半の使用経験から～

第121回日本循環器学会九州地
方会（2016.12　鹿児島県）

32
嘉数　真教、新崎修、新垣朋宏、奥山和
明、大庭景介、阿部昌巳、知念敏也、山
口怜、嘉数敦、前田峰孝

クラウド型12誘導心電図伝送システムの有用
性～当院での2年間の運用経験より～

第4回12誘導心電図伝送を考え
る会（2017.1　東京都）

33 前田　峰孝
高齢者の難治性心不全に対して心臓再同期療
法(CRT)が有効であった2症例

第9回植込みデバイス関連冬季
大会（2017.2　大阪府）

34 大庭　景介
薬剤抵抗性の亜急性心筋梗塞後の心室頻拍
stormに対し、アブレーション及びICDでの抗
頻拍ペーシングが有効であった1例

第9回植込みデバイス関連冬季
大会（2017.2　大阪府）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

35 佐藤　陽子、岩渕悠介、松本強
当院における突発性器質化肺炎と膠原病関連
器質化肺炎との比較検討

第65回日本アレルギー学会学
術大会（2016.6　東京都）

36 林　涼子 PVL産生市中黄色ブドウ球菌肺炎の1例

第77回日本呼吸器学会・日本
結核病学会/日本サルコイドー
シス/肉芽腫性疾患学会
（2016.7　福岡県）

37 佐藤 陽子、岩淵悠介、松本強 ニボルマブの使用経験
沖縄免疫腫瘍セミナー
（2016.9　　福岡県）

38 岩淵　悠介
当院でのALK融合遺伝子陽性非小細胞肺がん
治療経験について

南部地区肺がん適正使用
Conference（2016.11　福岡
県）

39
小禄　純平、川合優子、岩渕悠介、
佐藤陽子、関口卓也、安達崇之、小
禄雅人、松本強

気腫合併肺線維症（CPFE）の加療中にANCA関
連血管炎を発症した1例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

40 岩淵　悠介 骨折後に低酸素血症をきたした一例
第8回肺高血圧症研究会
（2017.2　沖縄県）

41
下地　桐子、林涼子、岩淵悠介、佐
藤陽子、松本強

肺炎球菌性膿胸の一例
第78回日本呼吸器学会九州支
部春季学術講演会（2017.3
福岡県）

42
笠島　志穂、林涼子、岩淵悠介、佐
藤陽子、松本強

全身性エリテマトーデス(SLE)に合併した器
質化肺炎の一例

第78回日本呼吸器学会九州支
部春季学術講演会（2017.3
福岡県）

循環器内科

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

43
林　涼子、岩渕悠介、佐藤陽子、松
本強

吸入ステロイドが奏効した挿管後気管狭窄の
1例

第78回日本呼吸器学会日本結
核病学会九州支部春季学術講
演会（2017.3　福岡県）

44 佐藤　陽子、岩渕悠介、松本強 難治性気管支喘息の1剖検例
第38回沖縄県臨床呼吸器同好
会（2017.3　沖縄県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

45
大湾　朝元、比嘉剛二、大中裕太
郎、大城拓巳、石原祐史、眞喜志知
子、加藤功大

大球性貧血を契機に診断に至った自己免疫性
胃炎の一例

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄）

46
川合　優子、中田知愛、大城拓巳、
村山知生、上地英司

アクテムラが奏功した腸管アミロイドーシス
の一例

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄）

47

大中　祐太郎、大中祐太郎、加藤功大、
小林幹生、林涼子、大城拓巳、石原祐
史、真喜志知子、峯松秀樹、喜友名正
也、與儀竜治

ディスポーサブル経口胆道内視鏡（Spyglass
〈SUP〉TM〈/SUP〉DS）を用いて胆道腫瘍の
進展範囲診断を行った2例

第101回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会（2016.6　佐
賀）

48
石原　祐史、大城　拓巳、大中　祐
太郎、比嘉　剛ニ、真喜志知子、加
藤　功大

当院における好酸球性胃腸炎の大腸病変合併
5例の検討

第24回日本消化器関連学会週
間　JDDW2016KOBE（2016.11
東京）

49
真喜志　知子、大城　拓巳、石原　祐
史、大中　祐太郎、比嘉　剛ニ、加藤
功大

難治性咽頭潰瘍を発症した潰瘍性大腸炎の1
例

第108回日本消化器病学会九州支
部例会、第102回日本消化器内視
鏡学会九州支部例会（2016.11
鹿児島）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

50
座覇　明子、島袋充生、高良正樹、眞境
名豊文、井口梓、大城道子、當眞武、小
塚智沙代、植田玲、前田士郎、益崎裕章

SGLT-2阻害薬使用者における減量効果と体組
織との関係

第59回糖尿病学会年次学術集
会（2016.5　京都府）

51
眞境名　豊文、比嘉盛丈、座覇明子、井
口梓、當眞武、島袋充生

SGLT-2阻害薬で治療者におけるインピーダン
ス法を用いた体成分変化の観察

第59回糖尿病学会年次学術集
会（2016.5　京都府）

52 當眞　武
糖尿病性ケトーシスと上腸間膜症候群を合併
した１型糖尿病患者の１例

第59回糖尿病学会年次学術集
会（2016.5　京都府）

53
武田　勇人、當眞武、眞境名豊文、
座覇明子、比嘉盛丈、長田修、赤嶺
珠

選択的動脈内カルシウム注入試験（SACI）で
確定診断し得たインスリノーマの一例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

消化器内科

呼吸器内科

糖尿病内科

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

54
前濱　俊之、上地秀昭、當眞真希
子、小林剛大、土井生子、神山和也

子宮頚部上皮肉腫瘍に対するフェノール療法
の有用性に関する検討

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会（2016.4　東京都）

55
上地　秀昭、土井生子、小林剛大、
當眞真希子、前濱俊之、東政弘

半年後に悪性転化した卵巣子宮内膜症嚢胞の
１例

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会（2016.4　東京都）

56 小林　剛大 当院における異所性妊娠症例の臨床的解析
第68回日本産科婦人科学会学
術講演会（2016.4　東京都）

57
土井　生子、小林剛大、當眞真希
子、上地秀昭、神山和也、前濱俊之

子宮頸部上皮内腫瘍の予後因子としてのHPV
感染およびその型別の臨床的解析

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会（2016.4　東京都）

58 當眞　真希子
子宮頸癌検診におけるHPV検査の臨床的意義
に関する検討

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会（2016.4　東京都）

59 神山　和也
子宮頚部円錐切除術後妊娠症例の予後に関す
る臨床的解析

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会（2016.4　東京都）

60
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細胞診正常例での
HPV16型陽性率増加の実態

第57回日本臨床細胞学会総会
春期大会／第19回国際細胞学
会議（2016.5　東京都）

61
上地　秀昭、野原理、白石康子、大城大
介、小林剛大、土井生子、當眞真希子、
前濱俊之、東政弘

体外受精・胚移植後に生じた卵巣妊娠の1例
第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

62
神山　和也、大城大介、土井生子、
小林剛大、當眞真希子、上地秀昭、
前濱俊之

当院における40歳以上の高齢出産の臨床的検
討

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

63
白石　康子、野原理、佐久本哲郎
1）、東政弘1）、空の森クリニック1） 腹腔鏡下精子回収試験の臨床的意義

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

64
土井　生子、大城大介、小林剛大、
當眞真希子、上地秀昭、神山和也、
前濱俊之

保存的治療が奏功し外科的治療を回避できた
骨盤放線菌症の1例

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

65
小林　剛大、土井生子、當眞真希
子、上地秀昭、神山和也、前濱俊之

皮膚筋炎を合併した卵巣癌の1例
第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

66
大城　大介、小林剛大、土井生子、
當眞真希子、上地秀昭、神山和也、
前濱俊之、喜友名正也

卵巣子宮内膜症と関連性のない極小卵巣明細
胞癌の1例

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

67
前濱　俊之、大城大介、小林剛大、
土井生子、當眞真希子、上地秀昭、
神山和也

子宮漿膜下筋腫と鑑別が困難であった卵巣良
性ブレンナー腫瘍の1例

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

学会発表
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68 上地　秀昭、前濱俊之
閉経後に4cm以下で悪性転化した卵巣子宮内
膜症性嚢胞の2例

第58回公益社団法人日本婦人
科腫瘍学会学術講演会
（2016.7　神奈川県）

69 前濱　俊之、上地秀昭 取扱いに苦慮した低単位hCG存続の1例
第58回公益社団法人日本婦人
科腫瘍学会学術講演会
（2016.7　神奈川県）

70 前濱　俊之 HTLV-I母子感染対策の地域別統計学的解析
第52回日本周産期・新生児医
学会総会および学術集会
（2016.7　富山県）

71 前濱　俊之、上地秀昭、喜友名正也
明細胞腺線維腫由来と考えられた卵巣明細胞
癌の1例

第21回日本外科病理学会学術
集会（2016.9　埼玉県）

72 上地　秀昭、野原理
正常子宮内妊娠と判断された卵管間質部妊娠
の一例

第56回日本産婦人科内視鏡学
会（2016.9　長崎県）

73
大城　大介、小林剛大、當眞真希
子、上地秀昭、神山和也、前濱俊
之、東政弘

卵巣チョコレート嚢胞核出後に発生した明細
胞癌の1例

第43回沖縄産婦人科学会
（2016.9　沖縄県）

74
神山　和也、大城大介、小林剛大、
當眞真希子、上地秀昭、前濱俊之

当院における高齢妊娠の過去5年間の検討
第43回沖縄産婦人科学会
（2016.9　沖縄県）

75
白石　康子、野原理、東政弘、佐久
本哲郎

腹腔鏡下精子回収試験とヒューナーテストの
相関性に関する検討

第43回沖縄産婦人科学会
（2016.9　沖縄県）

76
小林　剛大、大城大介、當眞真希
子、上地秀昭、神山和也、前濱俊之

帝王切開後に発症した劇症型A群レンサ球菌
感染症の1例

第43回沖縄産婦人科学会
（2016.9　沖縄県）

77
當眞　真希子、大城大介、小林剛
大、上地秀昭、神山和也、前濱俊之

卵巣チョコレート嚢胞破裂の1例
第43回沖縄産婦人科学会
（2016.9　沖縄県）

78
上地　秀昭、大城大介、小林剛大、
當眞真希子、神山和也、前濱俊之、
東政弘

当院での腹腔鏡下至急全摘出術の経験
第43回沖縄産婦人科学会
（2016.9　沖縄県）

79
前濱　俊之、大城大介、小林剛大、
當眞真希子、上地秀昭、神山和也

腹壁転移を伴った卵管癌の1例
第43回沖縄産婦人科学会
（2016.9　沖縄県）

80
前濱　俊之、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細胞診陰性・HPV陽性
例の臨床的研究

第55回日本臨床細胞学会秋期
大会（2016.11　大分県）

81
大城　大介、小林剛大、當眞真希
子、上地秀昭、神山和也、前濱俊
之、喜友名正也

卵巣より有茎性に発生した良性Brenner腫瘍
の1例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

学会発表

産婦人科
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82
當眞　真希子、大城大介、小林剛
大、上地秀昭、神山和也、前濱俊
之、喜友名正也

胸膜転移をきたした卵巣癌の一例
第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

83
小林　剛大、大城大介、當眞真希
子、上地秀昭、神山和也、前濱俊
之、喜友名正也

肺血栓塞栓症を合併した卵巣癌の1例
第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

84
前濱　俊之、大城大介、小林剛大、
當眞真希子、上地秀昭、神山和也

奇胎除去後低単位hCGが存続した1例
第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

85
神山　和也、大城大介、小林剛大、
當眞真希子、上地秀昭、前濱俊之

高齢妊娠における体外受精症例と非不妊治療
症例の臨床的検討

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

86 前濱　俊之、當眞真希子
約20年間における細胞診正常例のHPV型別頻
度の変化

日本性感染症学会第29回学術
大会（2016.12　岡山県）

87 前濱　俊之、野原理 水腎臓を伴った卵巣チョコレート嚢胞の1例
第38回日本エンドメトリオー
シス学会学術講演会
（2017.1　東京都）

88 大田　守仁
「当院のEVR4剤Regimenはいかにして生まれ
たか」～EVRのRight Patient、Right
Timing、Right Regimenを考える～

第32回腎移植・血管外科研究
会（2016.5　兵庫県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

89 大田　守仁 肝血管肉腫（Angiosarcoma）の一切除例
第28回日本肝胆膵外科学
会・学術集会（2016.6　大
阪府）

90

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

腹部手術既往のある鼠径ヘルニア患者に対す
るオプティカル法の施行経験

第121回沖縄県医師会医学会総
会（2016.6　沖縄県）

91
澤岻　安勝、辻村一馬、鳥塚大介、大田
守仁、比嘉淳子、我喜屋亮、照屋剛、仲
地厚

馬蹄腎を合併したS状結腸癌の1症例
第121回沖縄県医師会医学会総
会（2016.6　沖縄県）

92
大田　守仁、錦建宏、辻村一馬、島袋伸
洋、小禄雅人、西平守邦、潮平芳樹、屋
嘉部生子

豊見城中央病院における腎移植100症例の検
討

第121回沖縄県医師会医学会総
会（2016.6　沖縄県）

93
照屋　剛、伊波孝路、鳥塚大介、辻村一
馬、澤岻安勝、大田守仁、比嘉国基、 比
嘉淳子、我喜屋亮、仲地 厚、城間　寛

大腸癌肺転移切除症例についての検討
第121回沖縄県医師会医学会総
会（2016.6　沖縄県）

94
澤岻　安勝、仲地厚、島袋誠守、
照屋剛

当院における虫垂鼓室炎手術症例の検討
について

第71回日本消化器外科学会
総会（2016.7　徳島県）

学会発表

産婦人科

外科
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95
照屋　剛、伊波孝路、鳥塚大介、東康
晴、花城清俊、島袋伸洋、錦建宏、澤岻
安勝、大田守仁、仲地厚

集学的治療が奏功している進行大腸癌の1症
例

第71回日本消化器外科学会
総会（2016.7　徳島県）

96
知念　澄志、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

豊見城中央病院における腎移植100症例の検
討

第36回九州腎臓移植研究会
（2016.7　熊本県）

97
大田　守仁、辻村一馬、知念澄志、西平
守邦、小禄雅人、潮平芳樹、屋嘉部生
子、北田秀久

BKウイルス血症に対するエベロリムスを用い
た治療戦略

第52回日本移植学会総会
（2016.10　東京都）

98
辻村　一馬、永山聖光、小禄雅人、西平
守邦、潮平芳樹、北田秀久

サイモグロブリン製剤を投与した腎移植
レシピエント3例の経験

第52回日本移植学会総会
（2016.10　東京都）

99
知念　澄志、大田守仁、辻村一馬、永山
聖光、小禄雅人、西平守邦、潮平芳樹、
北田秀久

腎移植後に移植腎尿管-自己尿管吻合術を施
行した2例

第52回日本移植学会総会
（2016.10　東京都）

100 仲地　厚
両側鼡径ヘルニア　デノボ症例（ビデオ提
示）

Surgical forum for
abdominal wall hernia
（2016.10　沖縄県）

101
照屋　剛、伊波考路、辻村一馬、澤
岻安勝、大田守仁、仲地厚

レゴラフェニブを1年以上減量投与可能で
あった切除不能大腸癌の1例

第54回日本癌治療学会学術集
会（2016.10　神奈川県）

102
仲地　厚、伊波孝路、知念澄志、辻村一
馬、安里昌哉、澤岻安勝、大田守仁、嵩
下英次郎、比嘉国基、我喜屋亮、照屋剛

①後腹膜脂肪組織滑脱型鼠径ヘルニアの臨床
的特徴（一般講演）
②再発鼠径部ヘルニアの治療の戦略と工夫
（シンポジウム）

第14回日本ヘルニア学会学術集
会、第12回アジア太平洋ヘルニア
学会（2016.10　東京都）

103 辻村　一馬
Effect of Everolimus on the Cardiac
Function in Kidney Transplant Recipients

ASN2016　The American
Society of Nephrology
Kidney Week（2016.11　アメ
リカ）

104
仲地　厚、伊波孝路、知念澄志、安
里昌哉

汎な縱隔後腹膜気腫と腹腔内遊離ガスを認め
た腸管嚢胞性気腫性の1例

第78回日本臨床外科学会総会
（2016.11　東京都）

105

安里　昌哉、照屋剛、知念澄志、伊波孝
路、辻村一馬、大田守人、澤岻安勝、嵩
下英二郎、比嘉国基、我喜屋亮、仲地
厚、喜友名正也

上行結腸狭窄を来たしたfiliform polyposis
の1切除例

第78回日本臨床外科学会総会
（2016.11　東京都）

106

伊波　孝路、澤岻安勝、知念澄志、辻村
一馬、安里昌哉、比嘉国基、嵩下英次
郎、我喜屋亮、大田守仁、照屋剛、仲地
厚、喜友名正也

S状結腸瘻を形成し低異型度虫垂粘液性腫瘍
の1症例

第78回日本臨床外科学会総会
（2016.11　東京都）

107
澤岻　安勝、安里昌哉、伊波孝路、辻村
一馬、知念澄志、大田守仁、比嘉国基、
我喜屋亮、仲地厚、照屋剛、喜友名正也

低異型虫垂粘液性腫瘍の1例
第78回日本臨床外科学会総会
（2016.11　東京都）

108
澤岻　安勝、仲地厚、安里昌哉、照屋
剛、知念澄志

虫垂Mucosa-associated lymphatic tissue
lymphomaの1手術例

第29回日本内視鏡外科学会総
会（2016.12　神奈川県）

学会発表

外科
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109

伊波　孝路、辻村一馬、知念澄志、安里
昌哉、澤岻安勝、大田守仁、比嘉国基、
嵩下英次郎、我喜屋亮、照屋剛、仲地
厚、喜友名正也

直接他臓器浸潤を認めた進行横行結腸癌の一
症例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

110
大田　守仁、知念澄志、辻村一馬、伊波
孝路、安里昌哉、西平守邦、小禄雅人、
潮平芳樹、屋嘉部生子

当院における先行的腎移植（PEKT）22症例の
検討

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

111

大城　由利恵、大田守仁、知念澄志、
伊波孝路、辻村一馬、安里正哉、澤岻安勝、嵩下
英次郎、比嘉国基、我喜屋亮、照屋剛、仲地厚、
西平守邦、小禄雅人、屋嘉部生子

血液透析導入39年後に献腎移植を施行した1
症例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

112
我喜屋　亮、伊波孝路、知念澄志、辻村
一馬、安里昌哉、澤岻安勝、大田守仁、
比嘉国基、嵩下英次郎、照屋剛、仲地厚

10年間胸部CT検査にて経過観察後肺腺癌と診
断された1例

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

113
知念　澄志、大田守仁、伊波孝路、辻村
一馬、安里昌哉、澤岻安勝、嵩下英次
郎、仲地厚、照屋剛

腸管膀胱嚢造設術後に対して腹腔鏡下CAPDカ
テーテル留置術を施行した1例

第29回内視鏡外科学会総会
（2016.12　神奈川県）

114 我喜屋　亮
10年間胸部CT検査にて経過観察後胸腔鏡下に
手術を行い肺腺癌と診断された1例

第57回日本肺癌学会学術集会
（2016.12　福岡県）

115 仲地　厚
臍ヘルニアと右鼠径ヘルニアに対し同時に腹
腔鏡下手術を施行した1例

第4回沖縄ヘルニア研究会
（2017.2　沖縄県）

116
知念　澄志、大田守仁、辻村一馬、
永山聖光、西平守邦、小禄雅人、潮
平芳樹、北田秀久

腸閉塞で発症した回腸子宮内膜症の1例
第73回沖縄県外科会
（2017.2　沖縄県）

117
大田　守仁、知念澄志、辻村一馬、
西平守邦、屋嘉部生子、大城瑠奈、
上原あかね、前原礼子

腎移植外来におけるチーム医療の実践～長期
成績向上のために

第50回日本臨床腎移植学会
（2017.2　兵庫県）

118 辻村　一馬 当院における腎移植後の妊娠の経験
第50回日本臨床腎移植学会
（2017.2　兵庫県）

119
知念　澄志、大田守仁、辻村一馬、
永山聖光、西平守邦、小禄雅人、潮
平芳樹、北田秀久

術後49日目に透析を離脱した心停止下献腎移
植の1症例

第50回日本臨床腎移植学会
（2017.2　兵庫県）

120
大田　守仁、知念澄志、辻村一馬、
西平守邦、屋嘉部生子、大城瑠奈、
上原あかね、前原礼子

腎移植外来におけるチーム医療の実践～長期
成績向上のために

第50回日本臨床腎移植学会
（2017.2　兵庫県）

121
仲地　厚、伊波孝路、知念澄志、安里昌
哉、辻村一馬、澤岻安勝、大田守仁、嵩
下英次郎、比嘉国基、我喜屋亮、照屋剛

臍ヘルニア嵌頓と鑑別を要したメッケル憩室
による腹痛の1例

第53回日本腹部救急医学会総
会（2017.3　神奈川県）

外科

学会発表
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122
田淵　正樹、寺田真也、鳥塚大介、
山内昭彦

当院における2015年の透析患者の開心術につ
いての検討

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

123
山内　昭彦、田淵正樹、鳥塚大介、
寺田真也

低侵襲冠動脈バイパス術（MICS CABG）導入
後、連続10症例の検討

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

124 山内　昭彦
低侵襲冠動脈バイパス術（MICS CABG）導入
後、連続10症例の検討

第21回日本冠動脈外科学会学
術大会（2016.7　福岡県）

125 田淵　正樹、鳥塚大介、山内昭彦 当院における感染性心内膜炎の治療成績
第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

126 鳥塚　大介、田淵正樹、山内昭彦
下壁梗塞に伴う心室中隔穿孔の2症例に対す
る治療経験

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

127 山内　昭彦、田淵正樹、鳥塚大介
MAC(Mitral Annular Calcification）を有す
る僧帽弁手術の検討

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

128 田淵　正樹、鳥塚大介、山内昭彦
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47回日本心臓血管外科学会
学術総会（2017.7　東京都）

129 鳥塚　大介、田淵正樹、山内昭彦
人工膝関節全置換術後に合併した急性膝窩動
脈閉塞症の治療に関する8例の検討

第47回日本心臓血管外科学会
学術総会（2017.7　東京都）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

130

上原　大志、西中直也2)、鈴木一秀3)、松久

孝行2)、鈴木昌2)、筒井廣明4) 昭和大学藤が丘病

院　整形外科2)、 麻生総合病院　スポーツ整形外科3)、

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院　スポーツ整形

外科4)

難治性上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術の鏡
視所見と術後成績Arthroscopic findings and
clinical results of arthroscopic surgery for
lateral epicondylitis.

第89回日本整形外科学会学術
総会（2016.5　神奈川県）

131
伊佐　真徳、六角高祥、上原邦彦、
嘉数哲

胸椎OPLLに対し大塚法による除圧施行14年後
に頸椎椎弓形成・胸椎除圧固定術を要した1
例

第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

132
永山　盛隆、渡辺美和、工藤啓久、
新垣晃

両側同時THAの有用性
第121回沖縄県医学会総会
（2016.6　沖縄県）

133 毛利　正玄、野口貴雄、新垣晃 豊見城中央病院の紹介
第44回福岡大学医学部整形外
科学教室開講記念会
（2016.9　福岡県）

134
毛利　正玄、野口貴雄、工藤啓久、
永山盛隆、新垣晃

内側開大式高位脛骨骨切り術で後傾を変化さ
せないための注意点

第22回Fukuoka　Knee
Society（2016.10　福岡県）

学会発表

整形外科

心臓血管外科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

135 上原　大志、堀切健士、岩田友希江 鏡視下手術を施行した弾発肘の2例
第29回日本肘関節学会学術集
会（2017.2　東京都）

136 堀切　健士、上原大志、岩田友希江
神経内ガングリオンを合併した肘部管症候群
の1例

第29回日本肘関節学会学術集
会（2017.2　東京都）

137
永山　盛隆、玉寄美和、工藤啓久、
新垣晃

簡易型デヴァイスを用いた術中透視併用両側
同時THAの有用性

第47回日本人工関節学会
（2017.2　沖縄県）

138
永山　盛隆、金城綾子、新城芳江、
上運天小百合、仲程正美

初回人工股関節全置換術における400g貯血の
有効性

第30回日本自己血輸血学会学
術総会・第24回VHJ研究会共同
購入WG整形部会（2017.3　神
奈川県）

139
毛利　正玄、野口貴雄、工藤啓久、
新垣晃

ACL再建術で膝屈筋腱が移植腱として使用で
きずBTBを採取したSLEの一例

九州膝関節研究会(第43回)
（2017.3　福岡県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

140 岩上　貴幸、藤井教雄、孫宰賢
末梢にcoilがmigrationしたが、stent留置に
よりrescueした一例

第41回日本脳卒中学会
（2016.4　北海道）

141 孫　宰賢、岩上貴幸、藤井教雄 沖縄県の急性期脳梗塞再開通治療の現状
STROKE2016（2016.4　北海
道）

142 藤井　教雄、孫宰賢、岩上貴幸
一過性の半身麻酔で発症後、数日経過したの
ちに再出血した脳動静脈奇形の一例

第41回日本脳卒中学会総会
（2016.4　北海道）

143 岩上　貴幸、藤井教雄、孫宰賢
マイクロカテーテルの誘導が極めて困難で
あった左内頸動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤
破裂によるくも膜下出血の一例

脳血管内治療ブラッシュアッ
プセミナー2016（2016.6　兵
庫県）

144 藤井　教雄、岩上貴幸、孫宰賢
Tortuousで距離の長いfeederでのNBCA塞栓術
におけるmicro catheter抜去時の工夫

脳血管内治療技術と機器研究
会(脳血管内治療ブラッシュ
アップセミナー2016)（2016.6
兵庫県）

145 孫　宰賢、岩上貴幸、藤井教雄
増大する硬膜外血腫に対し、中硬膜動脈塞栓
術を行った一例

脳血管内治療技術と機器研究
会(脳血管内治療ブラッシュ
アップセミナー2016)（2016.6
兵庫県）

146 孫　宰賢、藤井教雄、岩上貴幸
広頸脳動脈瘤塞栓におけるバルーンとステン
トによるY字アシストテクニックの経験

日本脳神経外科学会第75回学
術総会（2016.9　福岡県）

147 岩上　貴幸、藤井教雄、孫宰賢
急性硬膜外血腫に対し中硬膜動脈塞栓術を行
い、良好な結果を得た一例

日本脳神経外科学会第75回学
術総会（2016.9　福岡県）

学会発表

脳神経外科

整形外科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

148 孫　宰賢、藤井教雄、岩上貴幸
増大する硬膜外血腫に対し中硬膜動脈塞栓術
を行った一例

第32回NPO法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2016.11　兵庫県）

149 藤井　教雄、岩上貴幸、孫宰賢
Tortuousで距離の長いfeederでのNBCA塞栓術
におけるmicro-catheter抜去時の工夫

第32回NPO法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2016.11　兵庫県）

150 岩上　貴幸、藤井教雄、孫宰賢
CAS治療後1時間で多発性脳塞栓症を生じた一
例

第32回NPO法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2016.11　兵庫県）

151 藤井　教雄、岩上貴幸、孫宰賢
動脈瘤塞栓術中にcoil migrationを生じた
が、stent retrieverを用い回収に成功した
一例

第42回日本脳卒中学会学術集
会（2017.3　大阪府）

152 岩上　貴幸、藤井教雄、孫宰賢
下垂体卒中様の症状で発見された大型未破裂
脳動脈瘤の一例

第42回日本脳卒中学会学術集
会（2017.3　大阪府）

153 孫　宰賢、岩上貴幸、藤井教雄
症候性重症大動脈弁狭窄症に合併した内頚動
脈高度狭窄症の一例

第42回日本脳卒中学会学術集
会（2017.3　大阪府）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

154 樫山　和也、石山智子、李塡鏞
先天性色素性母斑のレーザー治療効果の定量
化の試み

第59回日本形成外科学会総
会・学術集会（2016.4　福岡
県）

155 樫山　和也、高原英作、藤原洸平
小児眼窩底骨折に対する頭蓋骨外板移植につ
いての考察

第101回長崎形成外科懇話会・
長崎大学形成外科同門会総会
（2016.5　長崎県）

156 藤原　洸平、樫山和也、高原英作
沖縄の臨床研修病院群プロジェクトと形成外
科

第101回長崎形成外科懇話会・
長崎大学形成外科同門会総会
（2016.5　長崎県）

157
樫山　和也、Yano Hiroki、Ishiyama
Satoko、Lee　Jinyoung、Hirano
Akiyoshi　and  Tanaka Katsumi

Repair of pediatric orbital floor
fracture using the in situ split
calvarial bone graft

第13回日韓形成外科学会
（2016.5　石川県）

158
樫山　和也、李塡鏞、高原英作、藤
原洸平、与那覇綾乃

急性期病院における形成外科の皮膚抗加齢医
学

第16回日本抗加齢医学会総会
（2016.6　神奈川県）

159
根木　見聡、樫山和也、石山智子、
李塡鏞、高原英作、藤原洸平

当院でのハブ咬症対策の検討
第8回日本創傷外科学会総会・
学術集会（2016.7　東京都）

160
樫山　和也、石山智子、李塡鏞、高
原英作、藤原洸平

褥瘡を通した形成外科医師の教育体制
第18回日本褥瘡学会学術集会
（2016.9　神奈川県）

脳神経外科

形成外科

学会発表
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

161
樫山　和也、李塡鏞、高原英作、藤
原洸平、孫宰賢、藤井教雄、岩上貴
幸

前頭骨に発生した骨内髄膜腫の1例
第34回日本頭蓋顎顔面外科学
会学術集会（2016.11　東京
都）

162

樫山　和也、Lee Jinyoung、Takahara
Eisaku、Fuziwara Kouhei
Son Jaehyun、Fujii Norio、Iwakami
Takayuki

Primary intraosseous meningioma in the
frontal bone.

Asian Pacific Craniofacial
Association 2016
（2016.12　大阪府）

163
藤原　洸平、樫山和也、石山智子、
峯龍太郎

ハチ刺症に対して使用しされたアンモニア水
による化学熱傷の1例

第27回日本熱傷学会九州地方
会（2017.2　福岡県）

164
樫山　和也、李塡鏞・高原英作・藤
原英作

当院における日帰り全身麻酔下レーザー治療
の現状

第103回九州・沖縄形成外科学
会学術集会（2017.3　福岡
県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

165
余語　久則、山腰美代香、川出ゆか
り、島尻孝夫

Autoregulatory　adjustment range of
Cuff-Keeper、a new tracheal tube cuff
self-regulatory inflator

Euroanaesthesia　2016
（2016.5　イギリス）

166
余語　久則、Sasara Takeshi、
Asakawa Eri、Tamayose Naho、
kamiunten Sayuri

The difficulty of having meaningful
conference after cancer patients
death:analysis of awareness survey on
death conference

9th World Research Congress
of the European Association
for Palliative Care（2016.6
アイルランド）

167
余語　久則、笹良剛史、玉寄菜穂、朝川
恵利、上運天小百合、田畑優美、新里あ
きの、佐久本敦子、瀬名波耕ニ

末期がん患者の急変時に過剰な医療がなされ
た可能性のある症例の検討

第21回日本緩和医療学会学術
大会（2016.6　京都府）

168 余語　久則、Yusuke Kasuya

POSITIVE END EXPIRATORY PRESSURE INDUCED
PULSE PRESSURE CHANGES PREDICT STROKE
VOLUME VARIATION IN ANAESTHETIZED
PATIENTS

16th World Congress of
Anaesthesiologists
（2016.8　香港）

169 余語　久則
カフ圧自動調節装置カフキーパーによる気管
チューブのカフ圧調節範囲の検討

九州麻酔科学会第54回大会
（2016.9　佐賀県）

170 藤村　泰三、島尻隆夫、新里泰一
開心術（心拍動下冠動脈再建術も含む）にお
ける当院での術場抜管成績とその影響につい
ての検討

日本心臓血管麻酔学会第21回
学術大会（2016.9　神奈川
県）

171
余語　久則、笹良剛史、玉寄菜穂、朝川
恵利、上運天小百合、田畑優美、當間あ
きの、佐久本敦子、瀬名波耕二

予期せぬ心肺蘇生を受けた患者の苦痛と家族
の葛藤の経験

第29回日本サイコオンコロ
ジー学会総会　北海道2016
（2016.9　北海道）

172
余語　久則、瀬名波耕二、堤康晴、
伊波友理華

架空の病棟誕生会を設定して母親としての時
間を作ったことが気持ちの整理に役立った1
例

第40回日本死の臨床研究会年
次大会（2016.10　北海道）

173 余語　久則
The valibity of entropy values obtained
from a laterofacial electrodes

ANESTHESIOLOGY 2016 Annual
Meeting（2016.10　アメリ
カ）

学会発表

形成外科

麻酔科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

174 新垣　孝一郎 Wernicke脳症の1例
第129回沖縄眼科集談会
（2017.3　沖縄）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

175 玉城　正弘
米国集中治療学会FCCS Japan 10月福岡コー
ス

講師（2016.10　福岡県）

176 玉城　正弘 ICLS公式コース（コースディレクター） 講師（2016.11　沖縄県）

177 玉城　正弘
シュミレーション基盤型教育セミナーFun
Sim J

タスクフォース、実技指導
（2016.12　沖縄県）

178 横山　尚佑、玉城正弘
ショック患者に対する当院での心エコー施行
率

第122回沖縄県医学会総会
（2016.12　沖縄県）

179 玉城　正弘
22Gの試験穿刺で軽快した心タンポナーデの
一例

第4回沖縄クリティカルケア研
究会（2017.1　沖縄県）

180
玉城　正弘、新里泰一、仲間康敏、
大城和也、仲間敏春

当院で経験したシガテラ中毒7例の検討
第44回日本集中治療医学会学
術集会（2017.3　北海道）

181 玉城　正弘 ICLS公式コース（コースディレクター） 講師（2017.3　沖縄県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

182 園井　英輝 ICLS公式コース（コースインストラクター） 講師（2016.11　沖縄県）

183 園井　英輝 ICLS公式コース（コースインストラクター） 講師（2017.3　沖縄県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

184 奥間　稔、大城征、赤嶺ゆみ
重症気管支喘息児に対するヒト化抗ヒトlgE
モノクローナル抗体製剤（ゾレアR）の使用
経験

第53回日本小児アレルギー学
会（2016.10　群馬県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

185 池原泰彦 ワークショップ講師　Meet the Experts
日本プライマリ・ケア連合学
会　第12回九州支部総会
（2017.2　沖縄県）

学会発表

眼科

救急科

小児科

総合内科

ICU
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

186
喜友名　正也、前濱俊之、上地秀
昭、宮里碧沙、伊禮彩、照屋敦子、
呉地剛

卵巣原発明細胞境界悪性腫瘍の1症例
第57回日本臨床細胞学会総会
春期大会（2016.5　神奈川
県）

187
喜友名　正也、戸田隆義、安里昌
哉、仲地厚、大中祐太郎

原因不明の結腸filiform polyposisの1症例
第21回日本外科病理学会学術
集会（2016.9　埼玉県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

188
城間　達博、平良豊、豊見本麻美、
樫山和也

創固定の工夫によりテープトラクションと同
様の効果が得られた一例

第13回日本褥瘡学会九州地方
会（2016.4　佐賀県）

189 江藤　浅香
透析室看護師の献腎移植における支援の取り
組み

第61回日本透析医学会学術集
会（2016.6　兵庫県）

190 平良　豊
スキントラブルがある高齢者の洗浄剤を変更
したことで皮膚状態が改善傾向に向かった一
例

第25回日本創傷・オスト
ミー・失禁管理学会学術集会
（2016.6　石川県）

191

大城　和也、永登諒、仲間敏春、山内芳
乃、三瀬宏美、高橋陽、伊集勝亮、平田
晃己、崎浜正吾、田淵正樹、寺田真也、
山内昭彦、玉城正弘

開心術後咳嗽による胸骨離開を防ぐための患
者教育の重要性について

第26回　日本集中治療医学会
九州地方医学会学術集会
（2016.6　沖縄県）

192 赤嶺　幸乃 私の食支援活動
NPO法人　口から食べる幸せを
守る会　全国大会
（2016.7　神奈川県）

193
臼井　雄一、大城和也、兼久絵里、
山内芳乃、玉城正弘

早期経腸栄養プロトコルを用いた看護師によ
る排便コントロールへの介入

第48回日本看護学会（急性期
看護）（2016.7　沖縄県）

194 三瀬　宏美
心臓カテーテル検査後の生活指導介入の必要
性について

第48回日本看護学会（急性期
看護）（2016.7　沖縄県）

195 堤　康晴
『Stenotrophomonas maltophiloaによる皮下
埋込み型中心静脈ポート感染の1例』

第14回日本臨床腫瘍学会学術
集会（2016.7　兵庫県）

196
玉城　判、比嘉直人、玉城貴雄、平
良豊、樫山和也、石山智子、李塡鏞

当院における医療関連機器圧迫創傷の認知度
調査、リンクナースによる予防のための啓発
活動についての検討

第14回日本臨床腫瘍学会学術
集会（2016.9　神奈川県）

197 平良　豊
NPPVマスクによる圧迫創予防に対し伸縮性皮
膚保護テープを使用した経験

第14回日本臨床腫瘍学会学術
集会（2016.9　神奈川県）

198 平良　千夏
PD導入期における訪問介護導入～安全に安心
してPD生活をおくる為のサポート体制

第22回日本腹膜透析医学会
（2016.9　北海道）

199 諸見里　亜紀子
老年期患者の腹膜透析導入に向けての支援～
患者が自身を持って「出来る」と言える関わ
り～

第22回日本腹膜透析医学会
（2016.9　北海道）

学会発表

病理診断科

看護局
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

200 祷　真人
大災害時におけるActFAST啓発の有用性～平
成28年度熊本地震における看護ボランティア
の経験を通して～

第43回日本脳神経看護研究学
会（2016.9　福岡県）

201
堤　康晴、余語久則、瀬名波耕二、
伊波友理華

アギュララの問題解決危機モデルを用いて婦
人科がん患者との関わりを振り返る

第40回日本死の臨床研究会年
次大会（2016.10　北海道）

202
金城　千鶴、比嘉盛丈、當間武、眞
境名豊文、座覇明子

DKA入院患者からみえた当院患者指導の課題
第54回日本糖尿病学会九州地
方会（2016.10　鹿児島県）

203 粟国　あつみ
血液透析患者のための運動プログラム　DVD
作成への取り組み

第7回日本腎臓リハビリテー
ション学会学術集会（2017.2
茨城県）

204 金城　香、与那覇栄子、西平守邦
当院における腎臓リハビリテーションの取り
組みと今後の課題～QOL向上を目指して～

第7回日本腎臓リハビリテー
ション学会学術集会（2017.2
茨城県）

205
當山　りな、濱田麻紗子、大城和
也、山口巧、仲本エリ子、玉城正弘

ICDSC導入により明らかになったせん妄の発
生状況と介入の現状

第44回日本集中治療医学会
（2017.3　北海道）

206 祷　真人
「脳卒中に負けない！うちな～自慢の健康生
活」～脳卒中パンフレットと指導マニュアル
の作成～

第42回　日本脳卒中学会学術
集会（2017.3　大阪府）

207
渡慶次　裕美、高木啓孝、西蔵當
愛、外間祐美子、赤嶺千佳子、砂川
広野、比嘉直人

患者間違いゼロを目指して　～バーコード認
証率上昇への取り組み～

第3回　日本医療安全学会学術
総会（2017.3　東京都）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

208 関口　浩至
第2報　表面筋電図を用いた頻呼吸時の呼吸
筋の評価法

第38回日本呼吸療法医学会学
術集会（2016.7　愛知県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

209 前原　礼子
当院における腎不全サポート外来での管理栄
養士の在り方について考える

第22回日本腹膜透析医学会学
術集会・総会（2016.9　北海
道）

210

与座　真菜華、小林千明、安里美樹、玉
寄絹代、一松かおり、安里瑞穂、上原未
子、山口義樹、岩渕悠介、照屋剛、小林
幹生、大城拓巳、小禄雅人

劇症肝炎患者に対して経鼻胃管による栄養管
理を選択した1例

第20回日本病態栄養学会年次
学術集会（2017.1　京都府）

211
本村　絵里、安里美樹、玉寄絹代、
一松かおり、岩淵悠介、照屋剛

当院における経口摂取移行へ向けた管理栄養
士の取り組み

第32回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2017.2　岡山県）

212
安里　美樹、本村絵里、玉寄絹代、
一松かおり、赤嶺千秋、岩淵悠介、
照屋剛

多発褥創患者に対しオルニュートを使用し経
過良好であった1症例

第32回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2017.2　岡山県）

学会発表

看護局

呼吸循環療法室

栄養科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

213
小杉　卓大、安里美奈、喜久山有
沙、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
負荷投与量の検討

第64回日本化学療法学会西日
本支部総会（2016.11　沖縄
県）

214
大城　瑠奈、上原あかね、屋嘉部生
子、前原礼子、西平守邦、大田守
仁、橋本孝夫

多職種における腎移植自己管理手帳作成の取
り組み

第50回日本臨床腎移植学会
（2017.2　兵庫県）

215
赤嶺　千秋、大城真理奈、中川幹
宜、橋本孝夫、照屋剛、岩渕悠介、
一松かおり

胃癌術後補助化学療法におけるS-1の継続率
と栄養上における調査

第32回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2017.2　岡山県）

216
下地　ひろみ、小杉卓大、大城彩
子、中村昌子、石川美根子、西平守
邦

当院における経口レボフロキサシンの使用状
況の把握

第32回日本環境感染学会総
会・学術集会（2017.2　兵庫
県）

217
小杉　卓大、下地ひろみ、大城彩
子、中村昌子、石川美根子、西平守
邦

当院入院患者への経口抗菌薬の使用状況の検
証

第32回日本環境感染学会総
会・学術集会（2017.2　兵庫
県）

218
大城　匡史、上地英司、村山知生、
潮平芳樹、橋本孝夫

腎機能区分別(CKD)ステージで区分した当院
でのメソトレキセートの使用調査

第53回リウマチ学会
（2017.3　大分県）

219
上原　政文、大城　真理奈、橋本
孝夫

当院での外来がん化学療法における処方介入
事例の検討

日本臨床腫瘍薬学会学術大会
2017（2017.3　新潟県）

220 大久保　真理、奥間稔
吸入ステロイド薬は適正に使用されているの
か？

第33回日本小児難治喘息・ア
レルギー疾患学会（2016.7
宮城県）

221
小杉　卓大、安里美奈、喜久山有
沙、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
負荷投与量の検討

第26回日本医療薬学会年会
（2016.9　京都府）

222
嘉陽　孝太、大城匡史、平良千夏、
永山聖光

PD液管理に対する医療スタッフへの認識度調
査

第22回日本腹膜透析医学会学
術集会・総会（2016.9　北海
道）

223
伊波　友理華、余語　久則、堤　康
晴、瀬名波　耕ニ

緩和ケアチーム薬剤師の全人的医療への貢献
の経験

第40回日本死の臨床研究会
（2016.10　北海道）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

224 高橋　陽
当院における多枝バイパス手術を含むMICS
CABG7症例の検討　-第1報-

第22回心臓リハビリテーショ
ン学会学術大会（2016.7　東
京都）

225 伊集　勝亮
統合失調症を既往に持つ低侵襲肝動脈バイパ
ス手術を施行した症例の経験

第22回心臓リハビリテーショ
ン学会学術大会（2016.7　東
京都）

学会発表

薬剤科

リハビリテーション科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

226 崎濱　正吾
開胸術抜管後難渋していた酸素化の改善に前
傾側臥位管理が功を奏した一症例

第2回日本心臓リハビリテー
ション学会九州地方会
（2016.10　福岡県）

227 宮里　将平
障がい者スポーツにおけるPT・OTとしての関
わり～ウィルチェアラグビーを通して～

九州理学療法士・作業療法士
合同学会2016（2016.11　鹿児
島県）

228 上地　慶幸、岩淵悠介、前原礼子
顕微鏡的多発血管炎による多発性単神経炎・
急性進行性糸球体腎炎を呈し重度廃用から自
宅退院を目指した１例

第32回日本静脈経腸栄養学会
学術集会（2017.2　岡山県）

229 高橋　陽
医療環境は心臓胸部大血管手術後１日目の離
床遅延要因になりうる

第44回　日本集中治療医学会
学術集会（2017.3　北海道）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

230 奥村　博之 一般撮影領域におけるDRLの比較と検討
第61回沖縄県放射線技師会定
期総会（2016.5　沖縄県）

231 上地　雅之
201TL-CL心筋血流シンチグラフィの撮像条件
再考

第61回沖縄県放射線技師会定
期総会（2016.5　沖縄県）

232 平田　利菜
医療安全に関する取り組み第一報～友愛会放
射線技術科のインシデント報告～

第61回沖縄県放射線技師会定
期総会（2016.5　沖縄県）

233 山田　憲一
医療安全に関する取り組み第二報～新しい
RISシステムの導入～

第61回沖縄県放射線技師会定
期総会（2016.5　沖縄県）

234 知念　利樹
インジェクター（自動注入機）の精度管理に
ついて

第61回沖縄県放射線技師会定
期総会（2016.5　沖縄県）

235 金城　一史
Workstation3次元画像解析システムFUSION機
能を用いた新たな活用法の検討

第61回沖縄県放射線技師会定
期総会（2016.5　沖縄県）

236 金城　一史
3D-CTを活用した心臓血管外科領域における
Surgeon's　Viewについて

第32回日本診療放射線技師学
術大会（2016.9　岐阜県）

237 長野　篤
「放射線部門におけるマネジメントを探る」
～マネージャーは熱く語る～

第32回日本診療放射線技師学
術大会（2016.9　岐阜県）

238 金城　一史
イメージラボ　3次元画像解析処理　手術計
画・術中ナビゲーションに役立つワークス
テーション処理

第8回九州CT研究会
（2016.5　福岡県）

学会発表

放射線技術科

リハビリテーション科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

239 有働　直生

複数ファントムのT1値測定を目的とした
Magnetization Prepared2 Rapid
Acquisition Gradient Echoes (MP2RAGE)撮
像条件の検討

第11回九州放射線医療技術学
術大会（2016.11　大分県）

240 金城　一史 第17回CT研究会参加者からのアンケート報告
第18回沖縄CT研究会
（2017.2　沖縄県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

241 奥原　崇人
透析患者監視装置におけるクリーニングクロ
ストレシーfor CEへの期待

第26回日本臨床工学会大会
（2016.5　京都府）

242 奥原　崇人
①透析患者監視装置におけるTorayseeforCE
②維持透析患者におけるPADに対してVRAD法
加療

第61回日本透析技術医学会大
会（2016.6　大阪府）

243 仲盛　智之
Severe Calcificationに対しRotaを施行後、
IVUSにて評価できない病変に対しOFDIにて
Rota BarのSize upを行った結果

第23回日本心血管インターベ
ンション治療学会（CVIT）九
州・沖縄地方会（2016.8　福
岡県）

244 金城　登喜男 PM外来にてspike on Tを記録した一例
第9回　植込みデバイス関連冬
季大会（2017.2　大阪府）

245 鈴木　壮彦
ACTを用いたナファモスタットメシル酸塩の
抗凝固能評価～ACTと残血の相関解析～

第35回沖縄県人工透析研究会
（2017.3　沖縄県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

246 比嘉　真悟
総合病院における他職種との協働的なアプ
ローチについて

日本家族研究・家族療法学会
（2016.9　長崎県）

247 田畑　優美
PDからHDへの移行に拒否を示した一事例との
関わりを通して

第22回日本腹膜透析医学会
（2016.9　北海道）

248 瀬名波　耕二
終末期に「生かされている苦痛」を訴えたが
ん患者の1事例

第40回日本死の臨床研究会
（2016.10　北海道）

249 瀬名波　耕二
当院の心臓血管リハビリテーションにおける
臨床心理士の役割

沖縄県心臓血管リハビリテー
ション研究会（2016.11　沖縄
県）

250 瀬名波　耕二、永山聖光
受容（RRT選択）が難しい患者へのアプロー
チ

TRC沖縄Ｗeb CONFERENCE
（2016.12　沖縄県）

251 比嘉　真悟、平良翔吾 統合失調症患者のPD/HD RRTの実際
TRC沖縄Ｗeb CONFERENCE
（2016.12　沖縄県）

心理相談室

臨床工学科

学会発表

放射線技術科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

252
長嶺　結菜、大城彩子、中村昌子、
石川美根子、下地ひろみ、小杉卓
大、西平守邦

当院の血液培養陽性とコンタミネーションの
現状

第32回日本環境感染学会総会
（2017.2　兵庫県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

253 伊禮　彩
EUS-FNAにて病理診断判定困難となった胃粘
膜下腫瘍（異所性膵）の1例

第57回日本臨床細胞学会総会
春期大会／第19回国際細胞学
会議（2016.5　神奈川県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

254 井関　邦敏 臨床研究の勧め～VHJ-HD Database～
第17回VHJ研究会　共同購入WG
透析部会（2016.7　岐阜県）

255 井関　邦敏 Asian Renal Collaboration.

AFCKDI2016（Asian Forum of
Chronic Kidney Disease
Initiative）（2016.9　オー
ストラリア）

256 井関　邦敏
Hematuria should be included as a CKD
risk factor.

APCN2016（The Asian Pacific
Society Of Nephrology/第15
回アジア太平洋腎臓学会議）
（2016.9　オーストラリア）

257

井関　邦敏、山和代1）、高良力1）、幸喜

毅1）、名嘉村博1）、井関千穂2）

なかむらクリニック1）、沖縄心臓腎臓機

構2）

Effects of CKD on Survival Who Were
Screened for Sleep Apnea Syndrome.

ASN2016（American Society
of Nephrology/第49回米国腎
臓学会議）（2016.11　アメリ
カ）

258 井関　邦敏 CKD-PCおよびARCの現況報告
第11回沖縄腎臓臨床集談会
（持田製薬）（2016.11　沖縄
県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

259 仲地　貴弘
登録医へのアンケート調査結果から見えてき
た当院の課題について

第18回日本医療マネジメント
学会学術集会（2016.4　福岡
県）

260 親富祖　祐大
登録医、連携病院への訪問活動について～地
区ごとの紹介実績から考える～

第66回日本病院学会
（2016.6　岩手県）

261 東門　麻里子
腎不全サポート外来における医療ソーシャル
ワーカーの役割

第66回日本病院学会
（2016.6　岩手県）

262 東門　麻里子
医療ソーシャルワーカーによる腹膜透析患者
さんの退院支援・在宅支援・地域ネットワー
クづくり

第22回日本腹膜透析医学会学
術集会（2016.9　北海道）

病理診断科

臨床研究支援センター

地域連携室

学会発表

検査科
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演　　者 　演　題　名 学　会　名

263 森田　姫乃 様式1入力・運用について当院の取り組み
第42回日本診療情報管理学会
学術大会（2016.10　東京都）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

264 中村　昌子、石川美根子
看護局感染対策委員会メンバーの教育～手指
衛生直接観察を取り入れて～

第32回日本環境感染学会総
会・学術集会（2017.2　兵庫
県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

265 上運天　小百合、上原尚美、新崎修
医療事故調査制度開始に伴うA病院での取り
組み

第3回　日本医療安全学会学術
総会（2017.3　東京都）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

266
池田　晴美、上里宗一郎、村本美奈
子、森智恵美

産学連携によるMOT（Management of
Technology）研修を導入して

第18回日本医療マネジメント
学会（2016.4　福岡県）

267
池田　晴美、森智恵美、上里宗一
郎、村本美奈子

平成27年度新入職者導入研修への取り組みを
振り返って

第66回日本病院学会
（2016.6　岩手県）

演　　者 　演　題　名 学　会　名

268 伊東　沙織、我那覇靖志、西平守秀
当法人における沖縄・医療ツーリズムへ向け
た取り組みと今後の課題

第18回日本医療マネジメント
学会学術集会（2016.4　福岡
県）

269
比嘉　利幸、我那覇靖志、伊東沙
織、西平守秀

院外HPをゼロから院内職員のみで企画・構
築・公開した事例

第18回日本医療マネジメント
学会学術集会（2016.4　福岡
県）

法人事務局　企画管理課

診療情報管理室

医療の質管理室　感染制御管理室

医療の質管理室　医療安全管理室

医療の質管理室　教育管理部門

学会発表
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診療科 著　者　名 論　　　　題 掲載誌名

1

腎臓
リウマチ

膠原病
内科

上地　英司

【あなたも名医！外来で診るリウマチ・膠原病Q＆
A　日常診療をスキルアップ】（第1章）膠原病症
状を疑ったら？どうアプローチする？関節穿刺の
方法は？

Jmed mook 2016;44:45-50

2

腎臓
リウマチ

膠原病
内科

小禄　雅人
【脂質代謝と腎泌尿器関連】腎臓病と脂質の
疫学

腎臓内科・泌尿科
2016;4(6):529-533

3

腎臓
リウマチ

膠原病
内科

上地　英司
【非専門医にもできる！リウマチ・膠原病診
断】日常診療で膠原病を疑う症候　腹痛・下
痢

内科2016;119(2):225-229

4
産婦人

科
前濱　俊之 閉経後2年で発症した極小卵巣明細胞癌の1例

日本エンドメトリオーシス
学会会誌　2016；37：139-
143

5
産婦人

科
前濱　俊之

【機能温存と撲滅を目的とした子宮頸がんの
診療ストラテジー】子宮頚がん検診における
HPV検査の実際とその意義

産婦人科の実際
2016;65(11):1519-1525

6 外科

辻村　一馬、Hiroki
Shirakawa、T Tokumoto、M
Endou、S Wakai、H Ishida、K
Tanabe

Utility of the Japanese Glomerular
Filtration Rate Equation in Estimating
Glomerular Filtration Rate of Donor
Kidney.

Transplant Proc.
Transplantation
Proceedings
2016;48(3):734-737

7 外科

仲地　厚、伊波耕路、鳥塚大介、花城清俊、東
康晴、辻村一馬、島袋伸洋、錦建宏、大田守
仁、比嘉淳子、比嘉国基、我喜屋亮、照屋剛、
城間寛

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症例の提示

沖縄医学会雑誌
2016;54(4):35-38

8 外科 大田　守仁
臓器移植普及推進月間によせて　移植医療の
現場から

沖縄県医師会報
2016;52(10):1301-1303

9 外科 上原　大志
【肩の手術-私のコツ-】反復性肩関節前方脱
臼　HAGL lesion修復術

関節外科
2016;35(10):1015-1019

10 外科
辻村　一馬、Hiroki
Shirakawa、Rumi Shibahara

Donor With Membranous Nephropathy in
Preemptive, Living-Related Kindney
Transplantation.

Ther Apher Dial.
Therapiutic Apheresis
and Dialysis
2016;20(6):689-690

11 外科

照屋　剛、鳥塚大介、錦建宏、伊波
孝路、花城清俊、東康晴、島袋伸
洋、澤岻安勝、大田守仁、比嘉淳
子、比嘉国基、我喜屋亮、仲地厚

高齢患者の盲腸捻転　1症例報告　Cecal
volvulus in an elderly patient :A case
report

琉球医学会誌 2016;35:51-
56

12 外科
辻村　一馬、澤岻安勝、照屋
剛、伊波耕路、太田守仁、仲地
厚、我喜屋亮

Neuroendocrine tumor of the small
intestine diagnosed with trans-abdominal
ultrasonography:A case report.

Int J Surg Rep.
International journal of
Surgery Case Report
2016;31:75-78

13 外科
辻村　一馬、Hideki
Ishida,Kazunari Tanabe

Is Efficacy of the Anti-Cd20 Antibody
Rituximab Preventing  Hemolysis Due to
Passenger Lymphocyte Syndrome?

Ther Apher Dial.
Therapiutic Apheresis
and Dialysis
2016;21(1):22-25

14 外科
安里　昌哉、照屋剛、仲地厚、
喜友名正也

上行結腸狭窄をきたし切除したfiliform
polyposisの1例

日本臨床外科学会雑誌
2016;78(2):334-339

学会誌・著書等
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診療科 著　者　名 論　　　　題 掲載誌名

15 外科

安里　昌哉、大田守仁、知念澄志、伊波
孝路、辻村一馬、澤岻安勝、比嘉国基、
嵩下英次郎、仲地厚、我喜屋亮、照屋
剛、喜友名正也

肝血管腫疑いの病変が増大傾向を呈しFDG
PETで異常集積を認め切除した肝血管肉腫の1
例

肝臓 2016;58(2):115-122

16
心臓
血管
外科

山内　昭彦、田淵正樹、鳥塚大
介、菊池慶太

低侵襲冠状動脈バイパス術における中枢側吻
合デバイス使用の1例

胸部外科
2016；69(12):1027-1031

17
心臓
血管
外科

田淵　正樹、寺田真也，鳥塚大
介，山内昭彦

心拍動下冠状動脈バイパス術のための新しい
シャントカニューレ

胸部外科
2016；69(12):995-998

18
心臓
血管
外科

山内　昭彦、田淵正樹、寺田真
也、菊池慶太

臨床経験　両側内胸動脈を使用した低侵襲冠
状動脈バイパス術

胸部外科　2016；
69(13):1059-1063

19
脳神経
外科

孫　宰賢
高ホモシステイン血症に合併した中大脳動脈
狭窄症に対し経皮的脳血管形成術を施行した
1例

脳卒中 2016;38(2):98-103

20
脳神経
外科

孫　宰賢
コイル塞栓術後、動脈瘤周囲浮腫を生じた1
例

脳卒中 2016;38(2):120-
124

21
脳神経
外科

孫　宰賢
A Case of the Growing Epidural Hematoma
Treated with the Embolization of the
Mimddle Meningeal Artery

JNET The Journal of
Neuroendovascular　Therapy
2016;Online

22
脳神経
外科

孫　宰賢、Iwakami Takayuki、
Fujii Norio

増大する硬膜外血腫に対し、中硬膜動脈塞栓術を行った1例
（A Case og the Growning Epidural Hematoma Treated
with the Embolization of the Middle Meningeal Artery)

JNET The Journal of
Neuroendovascular therapy
2016;10(3):134-137

23
整形
外科

永山　盛隆、渡辺美和、工藤啓
久

成人に発症した大腿骨頭すべり症の1例
Hip Joint
2016;42(2):922-926

24
整形
外科

永山　盛隆、渡辺美和、新垣
亮、工藤啓久

両側同時THAの有用性
沖縄医学会雑誌
2016;55(2):40-42

25
整形
外科

永山　盛隆、玉寄美和、工藤啓
久、新垣亮

人工股関節全置換術後臼蓋骨折の3例
沖縄県医師会報
2016;52(12):1482-1485

26
整形
外科

永山　盛隆、金城綾子、新城芳
江、上運天小百合、与那原洋子

股関節手術に対する術中回収自己血輸血の有
用性

自己血輸血
2016;29(2):199-203

27 看護部 仲間　敏春
第2特集　新人スタッフのための人工呼吸器
患者さんのキモチ学習帳「気管チューブ留置
と固定」

呼吸器ケア 2016年4月号
P74

28 看護部 大城　和也
第2特集　新人スタッフのための人工呼吸器
患者さんのキモチ学習帳「安静臥床（不
動）」

呼吸器ケア 2016年4月号
P72

学会誌・著書等
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診療科 著　者　名 論　　　　題 掲載誌名

29 看護部 永登　諒
第2特集　新人スタッフのための人工呼吸器
患者さんのキモチ学習帳「人工呼吸器と非同
調」

呼吸器ケア 2016年4月号
P78

30 看護部 大城　清貴

「特集　安全でおいしい食事を家族ととも
に・・・在宅を見据えた摂食嚥下障害の栄養指導
事例1　栄養補助食品の物性を工夫して咀嚼ができ
ない患者の「食べる」を支える

ヘルスケア　レストラン
2016年11月号　P24-25

31 看護部 上原　弘美
解説　がんに羅患した看護職の就労支援に関
する課題「ぴあナース」の活動より

看護　2016年11月号
P70-73

32 看護部 渡慶次　彩、比嘉寿々菜
妊娠期の母乳育児支援が産後の母乳育児に与
える効果　初産婦の一事例からの考察

沖縄県看護研究学会集録
2016；31：109-111

33
呼吸循

環
療法室

関口　浩至
第2特集　新人スタッフのための人工呼吸器
患者さんのキモチ学習帳「ウィーニング中」

呼吸器ケア　2016年4月号
P82

34
放射線
技術科

金城　一史
特集　臨床症例画像報告集「MICS CABGに対
する術前ITA 3D Imagingについて」

日本放射線技術学会雑誌付
録
2016；73(3):17

35
放射線
技術科

金城　一史
次世代の画像解析ソフトウェア「MICS CABG術前に
おける内胸動脈採取から3D計測とフュージョン機
能を活用した3D支援画像について

INNERVISION 2016年5月号
P90-91

36
放射線
技術科

金城　一史
Clinical Report 「MICS CABGに有用であっ
た3DCTの活用法について」

Red Fan　2016年6月号
P39-42

37
放射線
技術科

長野　篤
放射線部門におけるマネジメントを探る（後編）
～病院経営の変化にどう対応する～沖縄県の現状
と友愛会　放射線技術科の今後の課題

JART　日本診療放射線技師
会誌　2017；64(3):19-23

38 薬剤科 大城　瑠奈

【透析患者さんとナースのためのやさしい薬の知
識　そのまま使える患者さん説明シート付き】患
者さん説明シートでポイントがわかる！透析患者
の薬　カリウム値を下げる薬カリウム抑制薬

透析ケア 2016;23(3):220-
223

39

臨床研
究

支援セ
ンター

井関　邦敏
臨床研究の計画と実施に関する方略　CKDの
臨床疫学的研究　これから

日本腎臓学会誌
2016;58(8):1261-1266

40

臨床研
究

支援セ
ンター

井関　邦敏 沖縄県における透析療法について
九州人工透析研究会誌
2016;1:56-63

41

臨床研
究

支援セ
ンター

井関　邦敏
A Practical Guide of Salt and Protein
Restriction for CKD Patients in Japan.

BMC Nephrology.
2016;19(17):87

42

臨床研
究

支援セ
ンター

井関　邦敏
Mortality Risk Among Screened Subjects
of the Specific Health Check and
Guidance Program in Japan 2008-2012.

Clin Exp Nephrol.
2017;Online

学会誌・著書等
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