友愛会

豊見城中央病院

医学雑誌

第7巻

2019

学会発表
腎臓リウマチ膠原病内科
演
潮平

者

芳樹、上地英司、

1 村山知生、中田知愛、小禄雅人、

喜久村祐、西平守邦、下地國浩

演 題 名

学 会 名

第114回日本内科学会総
水腎症を合併した結節性多発動脈炎の長
会・講演会（2017.4 東
期フォローしている一例
京）

2 潮平

第61回日本リウマチ学会総
芳樹、上地英司、村山知生 トシリズマブTCZが著効した血管炎の2例 会・学術集会（2017.4 福
岡）

3 上地

英司、村山知生

トシリズマブからセルトリズマブペゴル
第61回日本リウマチ学会総
へ変更後も寛解を維持しステロイドを減
会・学術集会（2017.4 福
量し得た治療抵抗性成人スティル病の2
岡）
例

4 小禄

雅人

「尿検査から分かる腎臓病」

潮平 芳樹、中田知愛、村山知
生、喜久村祐、小禄雅人、西平守
5
当院における関節リウマチ治療の実際
邦、玉寄しおり、上地英司、下地
國浩、新垣晃
玉寄 しおり、平良翔吾、安達崇
之、喜久村祐、永山聖光、西平守
邦、小禄雅人、下地國浩、潮平芳
樹、井関邦敏
喜久村 祐、平良翔吾、中田知愛、
安達崇之、玉寄しおり、永山聖光、
7
村山知生、小禄雅人、上地英司、下
地國浩、潮平芳樹
6

第7回腎移植市民フォーラ
ム
（2017.5 沖縄）
第123回沖縄県医師会医学
会総会（2017.6 沖縄）

第123回沖縄県医師会医学会総
原発性副甲状腺機能亢進症による高Ca血症か
会
ら多彩な症状を認めた一例
（2017.6 沖縄）
第123回沖縄県医師会医学会総
血球貪食症候群を合併した成人発症スティル
会
病の一例
（2017.6 沖縄）
第123回沖縄県医師会医学会総
会
（2017.6 沖縄）

8 富田

寛生、安達崇之

心原性脳梗塞に急性心不全を合併した1例

9 有満

啓史、平良翔吾、玉城正弘

第123回沖縄県医師会医学会総
神経原性ショックを呈した一例報告と当院を
会
受診した15年間のシガテラ中毒患者の検討
（2017.6 沖縄）

10 小禄

雅人

第62回日本透析医学会学術
当院における感染症心内膜炎についての
集会・総会（2017.6 神奈
検討
川）

喜久村 祐、平良翔吾、安達崇
第62回日本透析医学会学術
之、照喜名重朋、玉寄しおり、永 Aeromonas hydrophilaによる蜂窩織炎を
11
集会・総会（2017.6 神奈
山聖光、西平守邦、下地國浩、潮 発症した透析患者の一例
川）
平潮平、井関邦敏
12 永山

聖光

KIDNEY TRANSPLANT
「当院における腎代替療法選択外来の役
SUMMER SEMINAR2017
割～移植、PDを中心に～」
（2017.6 沖縄）

13 村山

知生

研修医に対する関節診察教育とその効果

14

潮平 芳樹、上地英司、村山知
生、中田知愛、小禄雅人

第49回日本医学教育学会大
会（2017.8 北海道）

第54回九州リウマチ学会、
関節リウマチ患者の虚血性心疾患の早期
九州イグラチモドを語る会
発見
（2017.9 福岡）
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学会発表
腎臓リウマチ膠原病内科
演
15

者

中田 知愛、村山知生、上地英
司、下地國浩、潮平芳樹

演 題 名
成人IgA血管炎の重症十二指腸炎を合併
した一例

学 会 名
第54回九州リウマチ学会、
九州イグラチモドを語る会
（2017.9 福岡）

16 永山

聖光

第3回腎移植内科研究会学
術集会2017-プレリミナ
当院における腎代替療法選択外来の役割
リープログラム-（2017.9
東京）

17 永山

聖光

第23回日本腹膜透析医学会
イコデキストリン分割長期貯留を行った
学術集会・総会（2017.10
3症例
福岡）

平良 翔吾、井関邦敏、潮平芳
樹、下地國浩、小禄雅人、永山聖
18
光、喜久村祐、玉寄しおり、照喜
名重朋、安達崇之

Mycobacterium fortuitum （以下
M.fortuitum）による腹膜透析（Peritoneal
dialysis 以下PD）カテーテル出口部感染に
対し早期に出口部変更術を行い感染コント
ロールしえた2例

第23回日本腹膜透析医学会
学術集会・総会（2017.10
福岡）

19 安達

American Society of
Effects blood pressure variability
Nephrology
崇之、潮平芳樹、井関邦敏 on mortality in chronic hemodialysis
KIDNEYWEEK2017（2017.10
patients
アメリカ）

20 小禄

雅人

下地 國浩、平良翔吾、照喜名重
朋、安達崇之、玉寄しおり、喜久
21
村祐、永山聖光、小禄雅人、井関
國浩、潮平芳樹
平良 翔吾、安達崇之、照喜名重
朋、玉寄しおり、喜久村祐、永山
22
聖光、西平守邦、小禄雅人、下地
国浩、潮平芳樹、井関邦敏
23 下地

國浩

腎移植後4年が経ち、ネフローゼ症候群
を発症した症例

第15回沖縄県腎病理カン
ファレンス（2018.2 沖
縄）

CPA蘇生後に直腸潰瘍を発症した透析患
者の一例

第124回沖縄県医師会医学
会総会（2017.12 沖縄）

Cyclophosphamideが奏功したIgA腎症に
よる急速進行性糸球体腎炎の1例

第124回沖縄県医師会医学
会総会（2017.12 沖縄）

高リン血症に関する講演会

ピートルチュアブル錠
Expert Conference 講師
（2018.2 沖縄）

24

村山 知生、上地英司、中田知愛、
大城拓也、潮平芳樹

TIｆ1-γ陽性の皮膚筋炎の2症例

第55回九州リウマチ学会
（2018.3 沖縄）

25

大城 拓也、中田知愛、村山知生、
上地英司、潮平芳樹

関節痛精査を主訴に受診したWhipple病の一
例

第55回九州リウマチ学会
（2018.3 沖縄）

PD患者さんの最高の薬は食卓から

第36回沖縄県人工透析研究会
（2018.3 沖縄）

26 永山

聖光
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学会発表
循環器内科
演

者

演 題 名

大庭 景介、阿部昌巳、知念敏也、
27 嘉数敦、大庭景介、嘉数真教、新崎
修

28

前田 峰孝、新地明香、前田峰孝、
嘉数真教、新崎修

29 嘉数

敦

学 会 名

Ebstein奇形にWPW症候群を合併し、Wide QRS カテーテルアブレーション関
Tachy-cardiaに対し、アブレーションを行っ 連大会2017（2017.7 北海
た1例
道）
Cryoballoonによるアブレーション後の心房
頻拍に対してEnsite PrecisionのAutomap
Moduleを用いて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
連大会2017（2017.7 北海
道）

再狭窄を繰り返すLCX入口部分岐部病変に対
しRotational Atherectomy＋DCBが有効で
あった症例

TOPIC 2017
（2017.7 東京）

日高 幸宏、孫宰賢、藤井教雄、岩
第33回NPO法人日本脳神経血管
上貴幸 東京新宿メディカルセンター 都市部と地域中核病院での脳梗塞急性期血栓
30
内治療学会学術総会
脳神経血管内治療科 林基高 下里 回収術を施行した症例の検討
（2017.11 東京）
倫 飯島明
31 前田

峰孝

当施設における発作性心房細動に対する
cryoballoonの有効性についての検証

第123回日本循環器学会九州地
方会（2017.12 福岡）

32 知念

敏也

angioで病変入口と思われたところが、IVUS
では異なっていたLAD PCIの一例

第123回日本循環器学会九州地
方会（2017.12 福岡）

33 下地

桐子

洞不全症候群（SSS）、虚血性心筋症のVTや
第123回日本循環器学会九州地
心不全に対してICDへのupgradeが有効であっ
方会（2017.12 福岡）
た1例

嘉数 真教、盛島 菜美, 新垣 朋弘,
クラウド型12誘導⼼電図伝送システムの有⽤ 第124回沖縄県医師会医学会総
⽇⾼ 幸宏, 阿部 昌⺒, 嘉数 敦, 知
34
性 Door-to-balloon Timeは短縮したか 2年 会
念 敏也, 前⽥ 峰孝,⼤庭 景介, 新
間のまとめ
（2017.12 沖縄）
崎 修
日高 幸宏、嘉数 真教, 新垣 朋弘,
部 昌⺒, 知念 敏也, 嘉数 敦, 前⽥
35 孝,⼤庭 景介, 新崎 修, ⽥淵 正樹,
内 昭彦, 岩上 貴幸, 藤井 教雄, 孫
賢

阿
峰
⼭
宰

感染性脳動脈瘤破裂を伴う感染性⼼内膜炎に 第124回沖縄県医師会医学会総
対し急性期に脳動脈瘤塞栓ならびに⼼臓外科 会
⼿術を施⾏した2例
（2017.12 沖縄）

36 大庭

景介

当院における心房細動治療戦略

「これからの心房細動治療を
考える会」 講演（2017.12
沖縄）

37 前田

峰孝

高齢者に対する最適なDOACを再考する

「これからの心房細動治療を
考える会」 講演（2017.12
沖縄）

嘉数 敦、新垣朋弘、阿部昌巳、日
38 高幸宏、知念敏也、嘉数真教、新崎
修

39 知念

敏也

40 日高

幸宏

第26回日本心血管インターベ
CABG後早期のSVG狭窄に対しOFDI使用しPCI施 ンション治療学会（CVIT）九
行した1例
州・沖縄地方会（2018.1 熊
本）
第26回日本心血管インターベ
ＣＡＢＧ後のＳＶＧ２枝に対してＰＣＩを施 ンション治療学会（CVIT）九
行したＡＣＳの一例
州・沖縄地方会（2018.1 熊
本）
当院で経験した感染性心内膜炎に合併した脳
卒中の検討
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STROKE2018第43回日本脳卒中学会学術集会、
第47回日本脳卒中の外科学会学術集会、第34
回スパズム・シンポジウム（2018.3 福岡）

学会発表
呼吸器内科
演

者

演 題 名

学 会 名

41 岩渕

悠介、佐藤 陽⼦、松本 強

PCP-PCRを提出したRA患者51症例の臨床的検
討

第57回日本呼吸器学会
（2017.4 東京）

42 佐藤

陽子、岩渕 悠介、松本 強

特発性間質性肺炎(IPF)と膠原病関連間質性
肺炎の急性増悪における臨床像の比較検討

第66回日本アレルギー学会学
術大会（2017.6 東京）

43 佐藤

陽子

地域で取り組むCOPD・喘息患者への吸入指導

那覇・南部吸入支援OkinaWa
講師（2017.11 沖縄）

44

具志堅 愛夏、島岡 洋介、岩渕 悠
介、佐藤 陽⼦、松本 強

急性間質性肺炎(AIP)と鑑別が困難であった 第124回沖縄県医師会医学会総
粟粒結核による急性呼吸促迫症候群(ARDS)の 会
⼀例
（2017.12 沖縄）

45

佐藤 陽子、林 涼⼦、島岡 洋介、
岩渕 悠介、松本 強

IPAFの特徴を有する器質化肺炎症例の検討

46 佐藤

第58回日本呼吸器学会
（2018.2 熊本）

第15回九州びまん性肺疾患カ
シェーグレン症候群に合併したびまん性肺疾
ンファランス（第一三共）
患の1例
（2018.3 沖縄）

陽子

消化器内科
演
47 大城

者

演 題 名

拓巳

肝浸潤をきたした悪性腹膜中皮腫の１例

大中 祐太郎、加藤 功大、落合
淳、仙北屋 浩亮、長浜 裕子、石川
48 零生子、上原 小亜季、大城 恵利
子、大城孝子、金城 優美、座覇
修、石原 健二、豊見山 健

学 会 名
第110回日本消化器病学会九州
支部例会/第104回日本内視鏡
学会九州支部例会（2017.11
沖縄）

切除不能膵癌に対するGEM併用γδT免疫細胞 第17回日本再生医療学会総会
療法の臨床試験
（2018.3 神奈川）

糖尿病内科
演

者

49

眞境名 豊文、座覇明子、高良正
樹、井口梓、當眞武、比嘉盛丈

50

當眞 武、座覇
文、比嘉 盛丈

51 當眞

52

明子、眞境名

演 題 名

学 会 名

第90回日本内分泌学会学術総
腫瘍の自壊にて改善した原発性副甲状腺機能
会
亢進症の一例
（2017.4 京都）
豊

武

眞境名 豊文、座覇明子、當眞武、
比嘉盛丈

第90回日本内分泌学会学術総
当院での原発性アルドステロン診断における
会
スクリーニング検査と機能確認検査の現状
（2017.4 京都）
維持透析患者のインスリノーマの診断に選択
第60回日本糖尿病学会年次学
的動脈内カルシウム注入試験(SACI)が有用
術集会（2017.5 愛知）
だった1例
SGLT2阻害薬によって誘発されたと思われた
急性腎盂腎炎の超肥満男性の一例
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学会発表
糖尿病内科
演
53

者

座覇 明子、眞境名豊文、當眞武、
比嘉盛丈

演 題 名
コントロール不良の2型糖尿病に合併した稀
な脾膿瘍の1例

学 会 名
第60回日本糖尿病学会年次学
術集会（2017.5 愛知）

大里 健作、眞境名 豊⽂, 座覇 明 反復性低血糖発作の原因として低コレステ
第60回日本糖尿病学会年次学
54 ⼦, 當眞 武, 前⽥⼠郎, 益崎 裕章, ロール血症に伴う糖質コルチコイドの合成低
術集会（2017.5 愛知）
島袋 充⽣, ⽐嘉 盛丈
下の関与が疑われた胃切除例
下地 桐子、⽐嘉 盛丈, 座覇 明⼦,
55 眞境名 豊⽂, 當眞武, 益崎 裕章,
当院におけるトルリシティの使⽤経験
前⽥ ⼠郎, 島袋 充⽣

第60回日本糖尿病学会年次学
術集会（2017.5 愛知）

比嘉 盛丈、座覇明子、澤紙亜希
56 子、眞境名豊文、當眞武、益崎裕
章、島袋充生

胆管炎を契機に視床下部性副腎不全が顕在化 第38回日本肥満学会
した痩せの強い胃切除後男性
（2017.10 大阪）

57 比嘉

Determinants for insulin secretary
capacity and insulin resistance in a
rural Japanese area、Okinawa

盛丈

国際糖尿病会議 The IDF
2017 Congress（2017.12 ア
ブダビ）

産婦人科
演

者

演 題 名

学 会 名

58

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

約20年前と現在における頸部細胞診正常例で 第69回日本産科婦人科学会学
のHPV解析
術講演会（2017.4 広島）

59

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自然妊娠症 第69回日本産科婦人科学会学
例の臨床的検討
術講演会（2017.4 広島）

60

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

子宮頸癌検診における細胞診陰性・HPV陽性
例の臨床的検討

第69回日本産科婦人科学会学
術講演会（2017.4 広島）

白石 康子、野原理、大城大介、小
61 林剛大、當眞真希子、上地秀昭、神
山和也、東政弘、前濱俊之

異所性妊娠の診断でメゾトレキサート療法中 第69回日本産科婦人科学会学
に判明した卵管絨毛癌の1例
術講演会（2017.4 広島）

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

子宮頸部円錐切除術後の妊娠症例における周 第69回日本産科婦人科学会学
産期予後の検討
術講演会（2017.4 広島）

62

前濱 俊之、呉地剛、照屋敦子、伊
63 禮彩、宮里碧沙、天久望美、喜友名
正也

64

白石
俊之

康子、野原理、東政弘、前濱

65

前濱 俊之、⼤城⼤介、⼩林剛⼤、
當眞真希⼦、神⼭ 和也

子宮頸癌検診における細胞診正常・HPV陽性
例の約20年間の比較検討

第58回日本臨床細胞学会総会
（春季大会）（2017.5 大
阪）

子宮内膜異型増殖症及び高分化型内膜癌に対
第58回日本卵子学会学術集会
するmedroxyprogesteroneacetate(MPA)療法
（2017.6 沖縄）
後の妊孕性に関する検討
第123回沖縄県医師会医学会総
⼦宮頸部上⽪内腫瘍に対するフェノール療法
会
の臨床的検討
（2017.6 沖縄）
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学会発表
産婦人科
演

者

演 題 名

学 会 名

第123回沖縄県医師会医学会総
異型腺細胞を契機に円錐切除術にて頸部上⽪
会
内腺癌と診断された1例
（2017.6 沖縄）

66

大城 大介、⼩林剛⼤、當眞真希
⼦、神⼭和也、喜友名正也

67

當眞 真希⼦、⼤城⼤介、⼩林剛⼤、
巨⼤⼤網腫瘤を呈した腹膜癌の⼀例
神⼭和也、前濱俊之、喜友名正也

第123回沖縄県医師会医学会総
会
（2017.6 沖縄）

68

神⼭ 和也、⼤城⼤介、⼩林剛⼤、當
当院におけるSLE合併妊娠の臨床的検討
眞真希⼦、 前濱俊之

第123回沖縄県医師会医学会総
会
（2017.6 沖縄）

慢性腎不全を伴った卵管癌腹壁転移の1例

第59回日本婦人科腫瘍学会学
術講演会（2017.7 熊本）

前濱 俊之、當眞真希子、小林剛
70 大、
大城大介、神山和也

子宮頸がん検診におけるHPV感染状況の変遷

第26回日本婦人科がん検診学
会総会学術講演会（2017.9
宮城）

71 前濱

第22回日本外科病理学会学術
変性子宮筋腫と鑑別が困難であった子宮滑筋
集会
肉腫の1例
（2017.11 栃木）

69 前濱

俊之、上地秀昭

俊之、喜友名正也

前濱 俊之、呉地剛、照屋敦⼦、伊
72 禮彩、宮⾥碧沙、天久望美、喜友名
正也

第56回日本臨床細胞学会秋期
異型腺細胞を契機に子宮頚部上皮内腺癌と診
大会
断された1例
（2017.11 福岡）

小林 剛大、⼤城⼤介、當眞真希
⼦、神⼭和也、前濱俊之

第124回沖縄県医師会医学会総
当院における過去10年間の異所性妊娠症例の
会
検討
（2017.12 沖縄）

73

當眞 真希⼦、⼤城⼤介、⼩林剛⼤、
74 ⽩⽯康⼦、神⼭和也、野原理、前濱 診断に苦慮した卵管間質部妊娠の⼀例
俊之、喜友名正也

第124回沖縄県医師会医学会総
会
（2017.12 沖縄）

75

大城 大介、⼩林剛⼤、當眞真希
⼦、神⼭和也、前濱俊之

巨⼤卵巣seromucinous boderline tumorの1
例

第124回沖縄県医師会医学会総
会
（2017.12 沖縄）

76

前濱 俊之、⼤城⼤介、⼩林剛⼤、
當眞真希⼦、神⼭和也、喜友名正也

異型腺細胞を契機に⼦宮頸部腺癌IB1期と診
断された1例

第124回沖縄県医師会医学会総
会
（2017.12 沖縄）

77

神⼭ 和也、⼤城⼤介、⼩林剛⼤、當 当院におけるSLEとRA合併妊娠の臨床的⽐較
間真希⼦、前濱俊之
検討

第124回沖縄県医師会医学会総
会
（2017.12 沖縄）

78 前濱

俊之、野原理

第39回日本エンドメトリオー
再発とともに膿瘍形成を繰り返し治療に難渋
シス学会学術講演会（2018.1
した卵巣チョコレート嚢胞の1例
京都）
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学会発表
外科
演

者

演 題 名

学 会 名

辻村 一馬、⼤⽥守仁、知念澄志、
79 永⼭聖光、⼩禄雅⼈、⻄平守邦、潮
平芳樹

サイモグロブリン製剤を投与した腎移植レシ 第105回日本泌尿器科学会総会
ピエントの経験
（2017.4 鹿児島）

80 辻村

一馬

①Effect of Blood Pressure Just Before Release of the Vascular
Clamps on the Renal Function of Kidney Transplantation
Recipients:A Retrospective Study
②Effect of Everolimus on the Cardiac Function in Kidney
Transplant Recipients

2017American Transplant
Congress（2017.4 シカゴ）

81 大田

守仁、安里昌哉、知念澄志

心嚢内転移を来した肝血管肉腫切除後の１例

第54回九州外科学会
（2017.5 熊本）

外傷性小腸断裂の1例

第54回九州外科学会
（2017.5 熊本）

AFP産生胃癌術後、門脈腫瘍塞栓を来した一
例

第54回九州外科学会
（2017.5 熊本）

あなたに伝えたい移植医療

第7回腎移植市民フォーラム
（2017.5 沖縄）

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
82
下英次郎、仲地厚、比嘉国基、我喜
屋亮
83

笠島 志穂、安里昌哉、大田守人、
知念澄志

84 大田

守仁

照屋 剛、安⾥昌哉、我喜屋亮、知
念澄志、辻村⼀⾺、澤岻安勝、⼤⽥
守仁、嵩下英次郎、⽐嘉国基、仲地
厚
知念 澄志、大田 守仁、辻村一馬、
安里昌哉、澤岻安勝、嵩下英次郎、
86
比嘉国基、仲地厚、我喜屋亮、照屋
剛
澤岻 安勝、知念澄志、辻村⼀⾺、
安⾥昌哉、⼤⽥守仁、⽐嘉国基、嵩
87
下英次郎、我喜屋亮、照屋剛、仲地
厚
85

大腸癌化学療法による原発部位別と薬剤別の 第123回沖縄県医師会医学会
予後影響について
（2017.6 沖縄）

当院初の脳死下献腎移植の1症例

第123回沖縄県医師会医学会
（2017.6 沖縄）

早期直腸癌術後に合併した直腸膣廔の1例

第123回沖縄県医師会医学会
（2017.6 沖縄）

辻村 一馬、⼤⽥守仁、知念澄志、
88 永⼭聖光、⼩禄雅⼈、⻄平守邦、潮
平芳樹

当院における腎移植後の妊娠の経験

第62回日本透析医学会学術集
会・総会（2017.6 神奈川）

知念 澄志、大田守仁、辻村一馬、
89 小禄雅人、永山聖光、潮平芳樹、屋
嘉部生子

心停止下腎臓提供から摘出手術および２腎の 第37回九州腎移植研究会
献腎移植までを施行した経験
（2017.6 鹿児島）

90 大田

摘出時に離断された下極枝を修復した献腎移 第37回九州腎移植研究会
植の2例
（2017.6 鹿児島）

守仁、知念澄志、辻村一馬

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

第33回腎移植・血管外科研究
豊見城中央病院における先行的腎移植(PEKT)
会
症例の検討
（2017.7 神奈川）

知念 澄志、⼤⽥守仁、辻村⼀⾺、
安⾥昌哉、澤岻安勝、嵩下英次郎、
92
⽐嘉国基、仲地厚、我喜屋亮、照屋
剛

当院初の脳死下献腎移植の1症例
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第33回腎移植・血管外科研究
会
（2017.7 神奈川）

学会発表
外科
演

者

演 題 名

学 会 名

上原 康輝、大田守仁、知念澄志、
93 永山聖光、小禄雅人、西平守邦、潮
平芳樹

第33回腎移植・血管外科研究
血液透析導入39年後に献腎移植を施行した１
会
症例
（2017.7 神奈川）

94 比嘉

針生検後に増大した骨・軟骨化生を伴う乳癌 第25回日本乳癌学会学術総会
の1例
（2017.7 福岡）

国基、比嘉淳子

澤岻 安勝、安⾥昌哉、辻村⼀⾺、
95 伊波孝路、知念澄志、⼤⽥守仁、我
喜屋亮、⽐嘉国基、照屋剛、仲地厚

当院における胃GIST手術症例の検討について

第72回日本消化器外科学会
（2017.7 石川）

96 仲地

早期S状結腸癌に対する手術について

第17回大腸疾患外科治療研究
会
（2017.7 沖縄）

厚

大田 守仁、知念澄志、辻村⼀⾺、
97 ⼩禄雅⼈、潮平芳樹、⽟城正之、古
謝裕⼦、屋嘉部⽣⼦、森⼭琴絵

心臓停止下臓器提供を増やすために～移植施 第53回日本移植学会
設からの臓器提供の推進
（2017.9 北海道）

辻村 一馬、⼤⽥守仁、知念澄志、
永⼭聖光、⼩禄雅⼈、潮平芳樹

腎移植後に形質細胞浸潤を伴う急性T細胞型
拒絶を認めた1例

第53回日本移植学会
（2017.9 北海道）

知念 澄志、⼤⽥守仁、辻村⼀⾺、
99 ⼩禄雅⼈、永山聖光、潮平芳樹、屋
嘉部⽣⼦

心停止下腎臓提供から摘出手術および2腎の
献腎移植までを施行した経験

第53回日本移植学会
（2017.9 北海道）

辻村 一馬、大田守仁、知念澄志、
永山聖光、小禄雅人、潮平芳樹

腎移植後に形質細胞浸潤を伴う急性T細胞型
拒絶を認めた1例

第82回日本泌尿器科学会東部
総会（2017.9 東京）

当院におけるAFP産生胃癌４例の臨床病理学
的検討

第25回日本消化器関連学会
（2017.10 福岡）

多発性肺腺維平滑筋腫性過誤腫の1例

第58回日本肺癌学会学術集会
（2017.10 神奈川）

98

100

101 安里

102 我喜屋

昌哉、照屋剛

知念澄志

亮、佐藤陽⼦、松本強

照屋 剛、辻村一馬、安里昌哉、澤
岻安勝、仲地 厚

第55回日本癌治療学会学術集
進行再発胃癌におけるラムシルマブの使用経
会
験
（2017.10 神奈川）

仲地 厚、知念澄志、辻村⼀⾺、安
104 ⾥昌哉、澤岻安勝、嵩下英次郎、⽐
嘉国基、我喜屋亮、照屋剛

術後13年を経過し摘出術を施行した腹壁瘢痕 第79回日本臨床外科学会総会
ヘルニアメッシュ感染の1例
（2017.11 東京）

照屋 剛、知念澄志、安⾥昌哉、澤
岻安勝、仲地厚

化学療法が有効であった黄疸を伴った大腸癌 第79回日本臨床外科学会総会
肝転移の1例
（2017.11 東京）

103

105

澤岻 安勝、辻村⼀⾺、我喜屋亮、
106 ⽐嘉国基、知念澄志、安⾥昌哉、嵩
下英次郎、照屋剛、仲地厚

直腸反転法を用いた下部直腸癌の3手術例に
ついて
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第79回日本臨床外科学会総会
（2017.11 東京）

友愛会
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学会発表
外科
演

者

演 題 名

学 会 名

仲地 厚、知念澄志、辻村一馬、安
里昌哉、澤岻安勝、大田守仁、嵩下
107
英次郎、比嘉国基、我喜屋亮、照屋
剛

第30回日本内視鏡外科学会総
超高齢者の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠
会
径ヘルニア根治術の2例
（2017.12 京都）

澤岻 安勝、安⾥昌哉、知念澄志、
仲地厚

第30回日本内視鏡外科学会総
保存治療後のDIC-CTで胆嚢管破格が明らかと
会
なった1手術例
（2017.12 京都）

108

109 安里

110

昌哉、知念 澄志, 仲地 厚

知念 澄志、安⾥昌哉、澤岻安勝、
仲地厚

第30回日本内視鏡外科学会総
十二指腸腺腫に対し腹腔鏡内視鏡合同手術が
会
有効であった1例
（2017.12 京都）
第30回日本内視鏡外科学会総
当院における腹腔鏡下CAPDカテーテル留置術
会
の検討
（2017.12 京都）

知念 澄志、⼤⽥守仁、辻村⼀⾺、
安⾥昌哉、澤岻安勝、嵩下英次郎、
111
⽐嘉国基、仲地厚、我喜屋亮、照屋
剛、永⼭聖光、下地國浩

当院における腹腔鏡下CAPDカテーテル留置術 第124回沖縄県医師会医学総会
の検討
（2017.12 沖縄）

小禄 純平、玉城正弘、新里泰一、
澤岻安勝、仲地厚

意識障害、イレウス、徐脈、2型呼吸不全を
第124回沖縄県医師会医学総会
呈し、診断に難渋しながらも救命できた高Mg
（2017.12 沖縄）
血症の一例

大田 守仁、知念澄志、辻村⼀⾺、
安⾥昌哉、仲地厚、⼩禄雅⼈、永⼭
113
聖光、潮平芳樹、屋嘉部⽣⼦、森⼭
琴絵

豊見城中央病院における時に移植後急性拒絶 第124回沖縄県医師会医学総会
反応の検討
（2017.12 沖縄）

114 本永

S状結腸癌による腸重積の1手術例

第124回沖縄県医師会医学総会
（2017.12 沖縄）

腎移植後にBKウイルス腎症が疑われた急性T
細胞性拒絶反応の1例

第51回日本臨床腎移植学会
（2018.2 神戸）

出血性CMV腸炎を発症した献腎移植の1症例

第51回日本臨床腎移植学会
（2018.2 神戸）

112

葵

辻村 一馬、大田守仁、知念澄志、
115 永山聖光、小禄雅人、潮平芳樹、北
田秀久

116

知念 澄志、大田守仁、辻村一馬、
小禄雅人、永山聖光、潮平芳樹

大田 守仁、知念澄志、辻村一馬、
117 永山聖光、小禄雅人、潮平芳樹、屋
嘉部生子、森山琴絵、北田秀久

ATG(Thymoglobulin)にて治療を行った拒絶反 第51回日本臨床腎移植学会
応症例の検討
（2018.2 神戸）

澤岻 安勝、辻村⼀⾺、知念澄志、
安⾥昌哉、⼤⽥守仁、⽐嘉国基、嵩
118
下英次郎、仲地厚、我喜屋亮、照屋
剛

Gastric mucosa-associated lymphoid
tissue lymphoma accompanied by signetring cells: a case report
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第90回日本胃癌学会総会
（2018.3 神奈川）

学会発表
心臓血管外科
演
119 山内

120

者

演 題 名

学 会 名

13歳の川崎病患者に対する冠動脈バイパス術 第22回日本冠動脈外科学会学
の治療経験
術大会（2017.7 大阪）

昭彦

山内 昭彦、鳥塚大介、伊波孝路、
田淵正樹

気管切開患者に対する2弁形成+有茎動脈グラ 第70回日本胸部外科学会定期
フトによる3枝バイパスの治療経験
学術集会（2017.9 北海道）

整形外科
演

者

演 題 名

学 会 名

121 永山

盛隆、⽟寄美和、新垣晃

第123回沖縄県医師会医学会総
ビスフォスフォネート（BP）製剤による顎骨
会
壊死
（2017.6 沖縄）

122 上原

大志、⽑利正玄

異なる病態を呈した輪状靭帯型弾発肘の2例

第9回日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会JOSKAS
（2017.6 北海道）

123 新垣

晃

変形性ひざ関節症の手術治療について

北海道市民公開講座
（2017.8 北海道）

124 上原

大志

難治性上腕骨外側上課炎の病態と鏡視下手術 那覇整形外科連携勉強会
の現状
（2017.10 沖縄）

125 堀切

健士、上原⼤志、福嶺紀明

小児における上腕骨小結節裂離骨折の2例

第44回日本肩関節学会
（2017.10 東京）

126 上原

大志、福嶺紀明、堀切健⼠

外傷性Pulleｙ lesionの臨床像と鏡視下手術

第44回日本肩関節学会
（2017.10 東京）

127

永山 盛隆、⽟寄美和、藤井紀光、
新垣晃

第124回沖縄県医師会医学会総
モジュラーネック型ステムを用いた人工股関
会
節全置換術
（2017.12 沖縄）

128 上原

邦彦、伊佐真徳、嘉数哲

第124回沖縄県医師会医学会総
環軸椎後方固定術後の偽関節に対して再手術
会
を施行した2例
（2017.12 沖縄）

129 堀切

健士、上原大志、金城忠克

第30回日本肘関節学会学術集
上腕骨遠位端Coronal Shear Fractureの治療
会
経験
（2018.2 東京）

130

上原 大志、上原大志、堀切健士、
金城忠克、岩田友希江

第30回日本肘関節学会学術集
橈骨神経浅枝麻痺を合併した肘関節ガングリ
会
オンに対し鏡視下手術を施行した1例
（2018.2 東京）

131

野口 貴雄、新垣晃、毛利正玄、工
藤啓久

当院におけるMobile-bearing TKA
out症例の検討

132

永山 盛隆、玉寄美和、工藤啓久、
新垣晃

セメントレスTHA後のフルマラソン参加の1例
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整形外科
演

者

演 題 名

学 会 名

133

新垣 晃、毛利正玄、工藤啓久、永
山盛隆、小島政廣

人工関節置換術（TKA）後のアスリート的ス
ポーツ活動の検討

第48回日本人工関節学会
（2018.2 東京）

134

金城 忠克、永山盛隆、玉寄美和、
工藤啓久、新垣晃

非定型骨折と思われたTHA後大腿骨骨幹部骨
折の1例 A case report of femoral shaft
fracture after THA

第48回日本人工関節学会
（2018.2 東京）

我々のOWHTOにおける脛骨後傾角変化の検討

第44回九州膝関節研究会
（2018.3 福岡）

135 毛利

正玄

脳神経外科
演
136 孫

者

宰賢

演 題 名

学 会 名

症候性重症大動脈弁狭窄症に合併した内頸動 第4回日本心血管脳卒中学会学
脈高度狭窄症の一例
術集会（2017.6 福岡）

137 藤井

教雄

脳血管内治療ブラッシュアッ
細菌性動脈瘤に対し準緊急開心術に先行して
プセミナー2017（2017.7 兵
瘤内塞栓術を行った一例
庫）

138 岩上

貴幸、藤井教雄、孫宰賢

脳血管内治療ブラッシュアッ
止血デイバスにより総大腿動脈に閉塞をきた
プセミナー2017（2017.7 兵
した一例
庫）

139 孫

宰賢

Bench-top Comparison of Physical
Properties of 3 Commercially-Available
Self-Expanding Intracranial Stents for
cerebral aneurysm

the 1st Asia Nuero-science
forum(2017.8 東京）

日本脳神経外科学会第76回学
術総会（2017.10 愛知）

140 岩上

貴幸

頭蓋内ステントの合併症例の検討

141 藤井

教雄

難治性慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞 日本脳神経外科学会第76回学
栓術の2施設における治療成績
術総会（2017.10 愛知）

142

孫 宰賢、Kiuchi Sayaka、Iwakami
Takayuki、Fujii Norio

A case of growing epidural hematoma
treated by embolization of the middle
meningeal artery

14th Congress of the World
Federation of Interventional
and Therapeutic Neuroradiology
（2017.10 ハンガリー）

宰賢、岩上貴幸、藤井教雄

第33回NPO法人日本脳神経血管
動脈瘤塞栓目的以外で動脈瘤塞栓アシストス
内治療学会学術総会
テントを使用した症例の検討
（2017.11 東京）

144 藤井

教雄、岩上貴幸、孫宰賢

細菌性脳動脈瘤に対し準緊急開心術に先行し 第33回NPO法人日本脳神経血管
て血管内治療を行い、良好な経過を辿った１ 内治療学会学術総会
例
（2017.11 東京）

145 岩上

貴幸、藤井教雄、孫宰賢

頭蓋内ステントの物理的特性に関する検討

146 岩上

貴幸、藤井教雄、孫宰賢

脳動脈瘤塞栓支援ステントの物理的特性に関 日本脳神経血管内治療学会九
する比較検討
州地方会（2018.1 福岡）

143 孫
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第33回NPO法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会
（2017.11 東京）

学会発表
脳神経外科
演
147 孫

148 岩上

者

宰賢、岩上貴幸、藤井教雄

貴幸、藤井教雄、孫宰賢

演 題 名

学 会 名

第43回日本脳卒中学会学術集
動脈硬化症用頭蓋内動脈ステントの初期経験 会
（2018.3 福岡）
脳動脈瘤塞栓支援ステントの物理的特性及び STROKE2018
強度に関する比較検討
（2018.3 福岡）

形成外科
演
149

者

樫山 和也、李塡鏞、高原英作、藤
原洸平

演 題 名

第60回日本形成外科学会総
手指進展機能の再建を必要とした重症ハブ咬
会・学術集会（2017.4 大
傷の1例
阪）

樫山 和也、①李塡鏞、高原英作、 ①当院のCPCの紹介と形成外科における再生
150 加藤功大、仙北屋浩亮/②李塡鏞、高 医療の展望 / ②当科での顎変形症に対す
原英作
る上下顎骨切り術の工夫

151

樫山 和也、李塡鏞、高原英作、藤
原洸平

樫山 和也、李塡鏞、高原英作、藤
152
原洸平

学 会 名

褥創の術後安静における合併症

第103回長崎形成外科懇話会
（2017.5 長崎）
第14回日本褥創学会九州・沖
縄地方会学術集会
（2017.5 長崎）

第116回日本皮膚科学会総会
・第17回日本抗加齢医学会総
糖尿病の急性増悪と皮膚軟部固有組織感染症
会
（2017.6 宮城・東京）

153

大里 健作、大里健作、樫山和也、
李塡鏞、高原英作、藤原洸平

補助循環法後に形成外科的な介入が必要と
なった2症例

第9回日本創傷外科学会総会・
学術集会（2017.7 岐阜）

154

大城 由利恵、樫山和也、李塡鏞、
高原英作、大湾朝元

頭蓋骨成長の画像評価

第26回日本形成外科学会基礎
学術集会（2017.10 大阪）

155

樫山 和也、李塡鏞、高原英作、大
湾朝元

第38回日本レーザー医学会総
形成外科領域での全身麻酔下レーザー治療と
会
その合併症
（2017.11 東京）

156

富田 寛生、樫山和也、李塡鏞、高
原英作、大湾朝元

CTを使用した頭蓋骨の成長についての評価

第35回頭蓋顎顔面外科学会
（2017.11 福岡）

157

樫山 和也、李塡鏞、高原英作、大
湾朝元

上下顎骨切り術におけるdouble sprint手術

第23回日本形成外科手術手技
学会（2018.2 兵庫）

158

樫山 和也、李塡鏞、高原英作、大
湾朝元

当院で治療を行った粉瘤症例の検討

第106回九州・沖縄形成外科学
会学術集会（2018.3 福岡）
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学会発表
麻酔科
演

者

演 題 名

学 会 名

宜保 さとこ、笹良剛史、川出ゆか
159 り、山腰美代香、野口紗織、島尻隆
夫

当院における下肢幻肢痛発症状況と対処法

160 宜保

当院における人工膝関節置換術（TKA）の術
日本臨床麻酔学会 第37回大
後痛に対するフルルビプロフェン静注の先制
会（2017.11 東京）
鎮痛効果について

さとこ、新里泰一

日本麻酔科学会第64回学術集
会（2017.6 兵庫）

救急科
演

者

演 題 名

学 会 名

園井 英輝、嵩下英次郎、⼭城さわ
161 ⼦、稲嶺盛克、古謝裕⼦、⾼江洲秀
樹

第20回日本日本臨床救急医学
当院における小児外傷患者の受け入れ状況と
会総会・学術集会
今後の課題
（2017.5 東京）

162 園井

英輝、嵩下英次郎

第9回Acute Care Surgery
肋骨固定用プレートを用いた外固定術を施行
学会学術集会
した高齢者フレイルチェストの3例
（2017.9 北海道）

163 園井

英輝

救急専門医とは？-そもそも、救急に専門医
は必要か？-

第45回日本救急医学会総会・
学術集会
（2017.10 大阪）

ハブ咬傷時の現場での応急処置は必要か？

第45回日本救急医学会総会・
学術集会
（2017.10 大阪）

164

曽谷 祐貴、園井英輝、嵩下英次
郎、⾼江洲秀樹

ICU
演
165

者

演 題 名

学 会 名

第45回日本集中治療医学会学
喜納 悠斗、玉城正弘、仲間康敏、新 当院ICUで治療を要したHeat Strokeの連続５
術集会
里泰一
症例の検討
（2018.2 東京）

病理診断科
演

者

演 題 名

学 会 名

166 喜友名

正也

腸炎症状で発症した診断に苦慮した乳癌大腸 第58回日本臨床細胞学会総会
転移の1例
（2017.5 大阪）

167 喜友名

正也、戸田隆義

直腸癌術後にNOMI(非閉塞性腸管虚血)で死亡 第22回日本外科病理学会学術
し、病院の対応が問題になった一症例
集会（2017.11 栃木）

呼吸循環療法室
演

者

演 題 名

学 会 名

168 仲間

康敏

無気肺の診断ツールとして肺エコーは有 第39回日本呼吸療法医学会
用か？胸部X線診断との比較検討
（2017.7 東京）

169 仲間

康敏、新里泰一、玉城正弘

人工呼吸器装着患者の無気肺検出に対す 第45回日本集中治療医学会
る肺エコー精度の検討
（2018.2 千葉）
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学会発表
看護部
演

演 題 名

学 会 名

隆

第20回日本臨床救急医学会
RRS導入による2年間の実績報告～RRS導
総会・学術集会（2017.5
入で院内急変の死亡率は減少するのか～
東京）

真人

脳卒中急性期の尿道留置カテーテル抜去 第54回リハビリテーション
後ケアプロトコールの開発とエコー機を 医学会学術集会（2017.6
用いた残尿測定の取り組み
岡山）

170 本永

171 祷

者

172 三瀬

宏美

173 屋嘉部

生子

第23回日本心臓リハビリ
一次予防を目的とした心臓カテーテル検
テーション学会学術集会
査後の生活指導介入への取り組み
（2017.7 岐阜）
腹膜透析を経て腎移植へ移行した症例の 第53回日本移植学会総会
検討－RTCの視点から－
（2017.9 北海道）

174 森山

琴絵

腎代替療法選択外来（そらまめ外来）に
第53回日本移植学会総会
おける腎移植の情報提供と意思決定の現
（2017.9 北海道）
状

175 平良

豊

ポジショニング拒否がある極度の円背と 第19回日本褥瘡学会学術集
首下がりを有する患者への介入経験
会（2017.9 岩手）

176 玉城

貴雄

手術前の多職種カンファレンスが創治癒 第19回日本褥瘡学会学術集
に影響を与えた坐骨部褥瘡2症例
会（2017.9 岩手）

177 平良

千夏

第23回日本腹膜透析医学会
腎代替療法選択期における意思決定支援
学術集会・総会（2017.10
-ピアカウンセリングの効果福岡）

178 上原

香代子

腹膜透析からの在宅療養への支援をとお 第23回日本腹膜透析医学会
して～導入前の介入が社会復帰をサポー 学術集会・総会（2017.10
トする～
福岡）

179 祷

真人

第76回日本脳神経外科学会
腰椎腹腔シャント留置患者の転倒に関す 及び第44回日本脳神経看護
る事例検討
研究学会（2017.10 愛
知）

180 仲盛

さやか

腎移植外来における医師事務の役割

第51回日本臨床腎移植学会
（2018.2 兵庫）

181 仲間

敏春

ICU新任看護師教育における学習・教育
に関する意識調査

第45回日本集中治療医学会
学術集会（2018.2 千葉）

182 森

183 金城

ひとみ

綾子

せん妄予防にむけた取り組み～HCU看護
第45回日本集中治療医学会
師のせん妄に対する認識向上をふまえて
学術集会（2018.2 千葉）
～
当院における遅発性VVRの発生状況
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友愛会

豊見城中央病院

医学雑誌

第7巻

2019

学会発表
リハビリテーション科
演

者

演 題 名

学 会 名

正吾

第23回 日本心臓リハビリ
CPX導入が、非監視下運動定着における
テーション学会学術集会
動機付けの一助となった開心術の一症例
(2017.7 岐阜）

185 高橋

陽

Open ICUにおける医師の早期リハビリ
第45回日本集中治療医学会
テーション認識調査について
Surveillance on early rehabilitation 学術集会（2018.2 千葉）
among physicians in open-ICU

186 宮里

将平

くも膜下出血患者の早期離床とStress
indexの関連について

184 崎濱

STROKE2018 第43回日本脳
卒中学会学術集会（2018.3
福岡）

薬剤科
演
187 喜久山

188 國仲

189 大久保

者

演 題 名

学 会 名

第20回 日本臨床救急医学
豊見城中央病院の救急医療における医師
会総会・学術集会（2017.5
と薬剤師の関わり
東京）

有沙

家族および患児に対する指導介入が奏功 第34回日本小児難治喘息・
したステロイド依存性重症難治喘息児の アレルギー疾患学会
一例
（2017.7 滋賀）

翔子

真理

アレルギー対応の啓蒙・実践における
PAEの役割 学童保育現場での検討

第34回日本小児難治喘息・
アレルギー疾患学会
（2017.7 滋賀）
第23回日本腹膜透析医学会
学術集会・総会（2017.10
福岡）

190 大城

匡史

最適なCKD-MBD管理を目指して
理と食生活に着目して-

-内服管

191 大城

瑠奈

豊見城中央病院における腎移植自己管理
第27回日本医療薬学会年会
手帳作成の取り組みと薬薬連携の実際と
（2017.11 千葉）
課題

有沙

多職種協働によるシリンジポンプ必須薬
第27回日本医療薬学会年会
剤の適正使用の取り組み～注射ハイリス
（2017.11 千葉）
ク薬に関するシステムの構築～

193 上原

あかね

腎移植後エベロリムス導入患者の使用成 第51回日本臨床腎移植学会
績についての検討
（2018.2 兵庫）

194 上原

政文

当院におけるラムシルマブ併用レジメン 日本臨床腫瘍薬学会学術大
の施行状況調査
会2018（2018.3 神奈川）

192 喜久山

臨床工学科
演
195 鈴木

壮彦

者

演 題 名

学 会 名

透析条件の違いがナファモスタットメシ
第62回 日本透析医学会学
ル酸塩の抗凝固作用へ及ぼす影響～ACT
術集会（2017.6 神奈川）
を用いた比較検討～
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学会発表
栄養科
演

者

演 題 名

学 会 名

礼子

当院腎移植外来における管理栄養士の関 第51回日本臨床腎移植学会
わり
（2018.2 兵庫）

197 与座

真菜華

第33回日本静脈経腸栄養学
心臓血管外科における開心術後食の導入
会学術集会（2018.2 神奈
と管理栄養士の関わりについて
川）

198 本村

絵里

第33回日本静脈経腸栄養学
ICU入室患者における血清P値の評価につ
会学術集会（2018.2 神奈
いて
川）

196 安仁屋

放射線技術科
演

者

演 題 名

学 会 名

199 金城

一史

3DCTを活用した心臓血管外科領域におけ 第9回 九州CT研究会
るSurgeons viewについて
（2017.5 福岡）

200 金城

一史

AVR（大動脈弁置換術）で使用される人
工弁デバイス測定法の検討について

第33回日本診療放射線技師
学術大会（2017.9 北海
道）

201 有働

直生

Monopolar方式を用いた手指領域拡散強
調画像が可能なポジショニングの検討

第33回日本診療放射線技師
学術大会（2017.9 北海
道）

202 山田

憲一

RISによる患者誤認防止機能の検証

第12回九州放射線医療技術
学術大会（2017.11 鹿児
島）

検査科
演
203 登川

者

雅子

演 題 名
メディカルスタッフ

イメージング

学 会 名
第65回 日本心臓病学会学
術集会（2017.9 大阪）

病理診断科
演
204 伊禮

者

演 題 名

学 会 名

第58回日本臨床細胞学会総
膜性腎症でステロイドを使用中、播種性
会
糞線虫症を合併し、死亡した症例
（2017.5 大阪）

彩

臨床研究支援室
演

205 井関

邦敏

者

演 題 名
Effect of dialysate calcium
concentration on mortality and
cardiovascular complications in the
Japan-Dialysis Outcomes and Practice
Patterns Study(J-DOPPS)
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学会発表
心理相談室
演
206 田畑

者

演 題 名
緩和ケアへの移行の難しさ～苦悩する2
症例を通して

優美

地域医療部

学 会 名
第30回日本サイコオンコロ
ジー学会総会（2017.10
東京）

地域連携室
演

者

演 題 名

学 会 名

207 仲地

貴弘

第19回 日本医療マネジメ
患者がわかりやすい相談窓口を目指して ント学会学術総会（2017.7
宮城）

208 比嘉

聡

第19回 日本医療マネジメ
平成28年度開催の石垣島医療講演会の効
ント学会学術総会（2017.7
果と検証
宮城）

地域医療部

入退院支援室
演

209 高嶺

212 上里

学 会 名

人材開発課
演

211 森

演 題 名

多職種カンファレンスによる在院日数短 第59回全日本病院学会
縮の効果
（2017.9 石川）

ひとみ

人事部
210 池田

者

者

演 題 名

学 会 名

晴美

第19回 日本医療マネジメ
院内シミュレーション教育を支える事務
ント学会学術総会（2017.7
職の役割
宮城）

智惠美

第19回 日本医療マネジメ
当院における「院内教育通信」の今後の
ント学会学術総会（2017.7
在り方について検証する
宮城）

宗一郎

院内シミュレーション教育を支える事務 第67回日本病院学会
職の役割
（2017.7 兵庫）
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学会誌・著書等
診療科

著 者 名

論

題

掲載誌名

1

腎臓
リウマチ
膠原病
内科

平良 翔吾、村山知生

2

腎臓
リウマチ
膠原病
内科

潮平 芳樹、中⽥ 知愛、⼩禄 雅
九州リウマチ；2018：
関節リウマチ患者の虚⾎性⼼疾患の早期診断
⼈、 村⼭ 知⽣、上地 英司
38(1)：40-46

オール沖縄!カンファレンス(第12回) 痛い!
明らかな不迷熱(解説)

総合診療；2017：27
（12）：1699-1703

井関 邦敏、植⽊浩⼆郎、碓井知
⼦、岡⽥浩⼀、柏原直樹、神⽥英
⼀郎、⽥中哲洋、南学正⾂、松下
臨床 邦洋、美上憲⼀、和⽥隆志、綿⽥
腎領域における慢性疾患に関する臨床評価ガ ⽇本腎臓学会誌；2018：
3 研究 裕孝、友利浩司、渡辺裕輔、AMED
イドライン
60(2)：67-100
支援室 医薬品等規制緩和・評価研究事業
腎領域における慢性疾患に関する
臨床評価ガイドラインの策定に関
する研究班
4

當眞 真希子、野原理、⼤城⼤
産婦人
介、⼩林剛⼤、上地秀昭、神⼭和 卵巣チョコレート嚢胞破裂の⼀例
科
也、前濱俊之

沖縄産科婦⼈科学会雑誌；
2017：39：113-117

5

上地 秀昭、神⼭和也、⼤城⼤
産婦人
介、⼩林剛⼤、當眞真希⼦、⽩⽯ 当院での全腹腔鏡下⼦宮全摘術の経験
科
康⼦、野原理、前濱俊之、東政弘

沖縄産科婦⼈科学会雑誌；
2017：39：67-72

⼩林 剛⼤、⼾⽥隆義、喜友名正
産婦人 也、前濱俊之、野原理、當眞真希 帝王切開後に発症し急激な経過を辿った劇症 臨床病理；2017：65(11)：
6
科
⼦、神⼭和也、喜久村祐、村⼭知 型A群連鎖球菌感染症の1例
1182-1187
⽣
⽇本エンドメトリオーシス
学会会誌；2017：38：165168

7

産婦人
前濱 俊之、野原 理
科

⽔腎症を伴った卵巣チョコレート嚢胞の1例

8

⼤城 ⼤介、⼩林剛⼤、當眞真希
産婦人
⼦、 神⼭和也、前濱俊之、喜友
科
名正也

Trousseau症候群を合併した卵巣明細胞癌の1 沖縄産科婦⼈科学会雑誌；
例
2018：40：77-81

9

小林 剛大、⼤城⼤介、當眞真希
産婦人
⼦、 神⼭和也、前濱俊之、喜友 閉経後に発症した卵巣卵⻩嚢腫瘍の1例
科
名正也

沖縄産科婦⼈科学会雑誌；
2018：40：65-69

10

外科

安里

昌哉

膵併存腫瘍の術後肝転移に対し⼿術を施⾏し 臨床外科；2017：72(5)：
た1例
638-642

11

外科

仲地

厚

最新の成⼈⿏径部ヘルニア診療 ⽇常診療に
役⽴つ臨床的知識を中⼼に

12

外科

Metastatic rectal carcinoma from
照屋 剛、仲地厚、土井生子、前
endometrial adenocarcinoma: a case
濱俊之、喜友名正也
report and review of the Japanese cases

13

整形
外科

上原 ⼤志、⽑利 正⽞

14

形成
外科

樫⼭ 和也、李塡鏞、 ⾼原英作、 CTを使⽤した頭蓋⾻の成⻑についての評価検 形成外科；2018：61(2)：
藤原洸平
討
204-209

沖縄県医師会報；2017：
53(9)：1074-1078

琉球医学会誌；2017：36(12)：29-36

異なる病態を呈した輪状靱帯による弾発肘の JOSKAS；2018：43(1)：102例
11
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学会誌・著書等
診療科
15 看護部

16

17

著 者 名
嘉良 桃⼦、諸⾒⾥祐美、崎原織
枝、⾼良⼩夜⼦、平⽥翔⼦

糖尿病
⽐嘉 盛丈
内科

形成
外科

李 塡鏞、樫⼭和也、⽯⼭智⼦、
峯⿓太郎

井関 邦敏、Asahi Koichi,
Yamagata Kunihiro, Fujimoto
臨床 Shouichi, Tsuruya Kazuhiko, Narita
Ichiei, Konta Tsuneo, Kasahara
18 研究 Masato,
支援室 Shibagaki Yugo, Yoshida Hisako,
Moriyama Toshiki, Kondo Masahide,
Iseki Chiho, Watanabe Tsuyoshi

19

20

21

22

整形
外科

永⼭ 盛隆、⽟寄美和、⼯藤啓
久、新垣晃

産婦人
上地 秀昭、野原 理
科

整形
外科

永⼭ 盛隆、⾦城綾⼦、上運天⼩
百合

呼吸
関⼝ 浩⾄、登川雅⼦、近藤豊、
循環
花城和彦、久⽊⽥⼀朗
療法室

23 看護部

梶原 理恵、遠藤弘紀、我如古秀
樹、張磨安彦

24 看護部 祷 真⼈

論

題

掲載誌名

学童期にある腎移植患者の服薬管理に向けた 沖縄県看護研究学会集録；
看護
2018：32：96-98

プライマリ・ケアコーナー ⾼齢者糖尿病治
療連携において必要な共通認識

沖縄県医師会報；2018：
54(1)：96-99

いわゆるラップ療法が⻑期実施されたことで 熱傷；2017：43(5)：282悪化したと考えられる両下腿熱傷の1例
289

Mortality risk among screened
subjects of the specific health check
and guidance program in Japan 2008-2012

Clinical and Experimental
Nephrology；2017：21(6)：
978-985

簡易型デバイスを⽤いた術中透視併⽤両側同 ⽇本⼈⼯関節学会誌；
時THAの有⽤性
2017：47：637-638
⽇本産科婦⼈科内視鏡学会
正常⼦宮内妊娠と判断されたが卵管間質部妊
雑誌；2017：33(2)：197娠であった⼀例
201
初回⼈⼯股関節全置換術における400g貯⾎の ⾃⼰⾎輸⾎；2017：30(1)：
有効性
81-84
吸気流量の増加を伴う頻呼吸時における吸気
⼈⼯呼吸；2017：34(2)：
筋活動の評価法の検討 表⾯筋電図を⽤いた
167-171
実験的観察研究
【術式ごとに⼿術看護を極める〜術式の基礎
知識と術前から術後までの周術期看護実践】 ⼿術看護エキスパート；
整形外科⼿術 ⼈⼯膝関
2017：11(4)：48-55
節全置換術(TKA)
詳しく聞きたいっ!!看護のくふうのキモとミ
ソ(第67回) 脳卒中再発予防パンフレット
Brain Nursing；2017：
『脳卒中に負けない!うちな〜⾃慢の健康⽣ 33(11)：1103-1107
活5カ条』の作成

25 栄養科

⾦城 朱理、⼀松かおり、⼤嶺知 多職種での栄養管理が多発褥瘡治療に有効で ⽇本褥瘡学会誌；2017：
栄⼦、平良豊、峯友梨、峯⿓太郎 あった1症例
19(4)：467-472

26

新垣 孝⼀郎

27

眼科

地域
親富祖 祐⼤
連携室

リハビ
リテー
28
ション
科

乳頭炎を合併した⾮アルコール性Wernicke脳 神経眼科；2017：34(3)：
症の1例
341-346

【新たなフェーズに⼊った「地域連携」】
登録医・連携病院への訪問活動の実際

⾼橋 陽、⼭内昭彦、⽥淵正樹、
⿃塚⼤介、新崎修、⽟城正弘、嘉 臨床と研究 低侵襲冠状動脈バイパス術にお
数真教、伊集勝亮、久⽶みつる、 ける⼼臓リハビリテーション
崎濱正吾、⼜吉勇太
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胸部外科；2017：70(7)：
483-487
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学会誌・著書等
診療科
29

30

著 者 名

病理 喜友名 正也、⼾⽥隆義、野原
診断科 理、神⼭和也、前濱俊之

外科

安⾥ 昌哉、照屋剛、⼤⽥守仁、
仲地厚、喜友名正也

論

題

掲載誌名

明細胞型濾胞腺腫の形態を⽰した良性卵巣甲 臨床病理；2017：65(6)：
状腺腫の1症例
646-649

膵併存腫瘍の術後肝転移に対し⼿術を施⾏し 臨床外科；2017：72(5)：
た1例
638-642

31 麻酔科 余語 久則

⿇酔・集中治療とテクノロ
カフ圧⾃動調節器カフキーパーの⾃動調節範囲
ジー；2017：2016：62-65

32

臨床
研究 井関 邦敏
支援室

【⾼齢者の腎不全対策-透析を減らすため
カレントテラピー；2018：
に】 ⽇本における⾼齢者腎不全の疫学 年齢
36(3)：212-217
およびCKD指標と透析導⼊、死亡率

33

腎臓
リウマチ
膠原病
内科

【腎と糖尿病:変⾰期の診断と治療】 【DKD
の基礎】疫学

安達 崇之、井関邦敏

腎と透析；2018：84(2)：
142-145

34 心理室 ⽥畑 優美

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
きたじゃん!"】 (番外編)⼈⼯呼吸器装着中 呼吸器ケア；2017：15(5)：
の患者さんを理解しよう⼈が⽣きる希望を持 488
つということ

35 心理室 ⽐嘉 真悟

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
きたじゃん!"】 (番外編)⼈⼯呼吸器装着中 呼吸器ケア；2017：15(5)：
の患者さんを理解しよう家族の思いに⽿を傾 486
ける

36 看護部 ⼤城 清貴

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
きたじゃん!"】 (Theme 5)NPPV編 NPPV患者
さんの⾷事を介助しよう

37 看護部 永登 諒

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 5)NPPV編 NPPVを休
479
憩しよう(休憩中の酸素デバイスの選択など)

38 看護部 平良 豊

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
きたじゃん!"】 (Theme 5)NPPV編 NPPVマス
ク装着中のスキンケアをしよう

39 看護部 ⼤城 清貴

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
きたじゃん!"】 (Theme 3)気管切開カニュー 呼吸器ケア；2017：15(5)：
ラ編 気管切開のまま⼝から⾷事をする(⾷べ 468
ることの意味)

40 看護部 平良 豊

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 3)気管切開カニュー
466
ラ編 気管切開孔のスキンケアをしよう

41 看護部 永登 諒

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ 呼吸器ケア；2017：15(5)：
ア編 ⾃⼰抜管時の対応をシミュレーション 462
しよう

リハビ
リテー
42
⼤城 茜
ション
科

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
455
ア編 腹臥位療法を実践しよう

リハビ
リテー
43
⾼橋 陽
ション
科

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
454
ア編 ⼈⼯呼吸器を装着したままの早期離床
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480

呼吸器ケア；2017：15(5)：
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診療科

著 者 名

論

題

掲載誌名

リハビ
リテー
44
⾼橋 陽
ション
科

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
453
ア編 側臥位に体位変換しよう

リハビ
リテー
45
⼤城 茜
ション
科

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
452
ア編 頭部を挙上しよう

46 看護部 ⼤城 和也

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
451
ア編 清拭をしよう

47 看護部 ⼤城 和也

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
445
ア編 排泄を介助しよう

48 看護部 ⾅井 雄⼀

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
444
ア編 経腸栄養を始めよう

49 看護部 ⼤城 清貴

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
443
ア編 ⼝腔ケアをしよう

50 看護部 ⼤城 清貴

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
442
ア編 ⼝腔ケアの準備をしよう

51 看護部 ⼤嶺 知栄⼦

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ 呼吸器ケア；2017：15(5)：
ア編 テープを貼り替えてスキンケアをしよ 441
う

52 看護部 ⾅井 雄⼀

【オールザッツ⼿技!⼈⼯呼吸ケア1年⽣"で
呼吸器ケア；2017：15(5)：
きたじゃん!"】 (Theme 2)⽇々の⼈⼯呼吸ケ
439
ア編 ⼈⼯呼吸器を点検しよう
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