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山陰労災病院業績集 
（2021 年 1 月〜12 月） 

****************************************************

【消化器内科】 

《学会発表》 
● 20年経過した対策型胃内視鏡検診の現況 

謝花典子(山陰労災病院 消化器内科、鳥取県西部

医師会)、向山智之(山陰労災病院 消化器内科、

鳥取県西部医師会)、八島一夫(鳥取大学医学部 

消化器・腎臓内科、鳥取県西部医師会)、濱本哲

郎(博愛病院 内科、鳥取県西部医師会)、野坂美

仁(鳥取県西部医師会)、岸本幸廣(山陰労災病院 

消化器内科、鳥取県西部医師会)、磯本 一(鳥取

大学医学部 消化器・腎臓内科、鳥取県西部医師

会)、三浦邦彦(鳥取県保健事業団西部健康管理セ

ンター、鳥取県西部医師会) 

JDDW2021(日本消化器関連学会週間）第 59回日本

消化器がん検診学会大会、兵庫県神戸市（現地・

WEB のハイブリッド開催）、2021年 11月 

 

● 米子市における胃がん施設検診の現状と問題

点 -第 19報-  
謝花典子(山陰労災病院 消化器内科、鳥取県西部

医師会)、向山智之(山陰労災病院 消化器内科、

鳥取県西部医師会)、八島一夫(鳥取大学医学部 

消化器・腎臓内科、鳥取県西部医師会)、濱本哲

郎(博愛病院 内科、鳥取県西部医師会)、野坂美

仁(鳥取県西部医師会)、岸本幸廣(山陰労災病院 

消化器内科、鳥取県西部医師会)、磯本 一(鳥取

大学医学部 消化器・腎臓内科、鳥取県西部医師

会)、三浦邦彦(鳥取県保健事業団西部健康管理セ

ンター、鳥取県西部医師会)  

第 52回日本消化器がん検診学会 中国四国地方

会、愛媛県松山市、2021年 11月 

 

**************************************************** 

【糖尿病･代謝内科】 

《講演会･研究会･研修会》 
● 急性合併症 

宮本美香 

鳥取県糖尿病療養指導士のための講習会、 

米子市、2021年 10月 

 

**************************************************** 

【腎臓内科】【腎センター】 

《学会発表》 
● 高度の鉄欠乏性貧血および溶連菌感染後急性

糸球体腎炎を合併した IgA腎症の 1例 
山本 直、谷口宗輔、林 篤 

第 51回日本腎臓学会西部学術大会、WEB 開催、

2021年 10月 

 

● 肝硬変に伴う脾機能亢進症に対し部分的脾動

脈塞栓術を施行し汎血球減少の改善を認めた

維持血液透析患者の 1例 
谷口宗輔、山本 直、三宅孝典、足立 憲 

第 30回中国腎不全研究会学術集会、WEB 開催、

2021年 12月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 地域で診ていく CKD～県西部地区における連

携パスの取り組み～ 
山本 直 

第 335回鳥取県薬剤師会西部支部学術講演会、 

米子市、2021 年 1月 

 

● 保存期 CKD患者に対する個別腎臓病指導 

～訪問看護師と連携を行うことで安定した療

養生活が送れた症例～ 
森岡万里 

第 31回中国腎不全研究会学術集会、WEB、 

2021年 2月 

 

● CKDの重症化予防と医療連携～県西部地区に

おける連携パスの取り組み～ 
山本 直 

日野川流域 CKD Online Conference、米子市、

2021年 3月 

 

● CKD進展予防と予後改善のためにできること

～危険因子管理と医療連携～ 
山本 直 

パルモディア Webカンファレンス、米子市、 

2021年 5月 

 

● いま、CKD患者さんのためにできること～多

職種連携と腎性貧血治療 update～ 
山本 直 

鳥取県中部エリア 四志会合同学術講演会、 

倉吉市、2021 年 7月 

 

● 慢性腎臓病と透析を知ろう！  
山本 直 

腎不全・透析勉強会(院内)、米子市、2021年 8月 

 

● 保存期慢性腎臓病（CKD）から 透析導入期看



 2 

護について 
森岡万里 

院内看護師研修会、米子市、2021年 9月 

 

● 透析看護と感染 
森岡万里 

リソースナース会 WEB研修、米子市、2021年 9月 

 

● CKD患者をチームで支える            

～当院における CKD患者支援の取り組み～ 
森岡万里 

第 1回米子 CKDチーム医療研究会、米子市･WEB、

2021 年 9月 

 

● 腎不全・透析看護を知ろう！ ～腹膜透析～ 
森岡万里 

院内看護師研修会、米子市、2021年 10月 

 

● 当院における CKD医療連携の取り組み 
山本 直 

心腎連関を考える会 in米子、米子市、 

2021 年 11月 

 

● 地域で診る CKD～HIF-PH 阻害薬への期待～ 
山本 直 

CKD web セミナー、米子市、2021年 12月 

 

● 成人診療科が知っておきたい慢性腎臓病患者

の移行期医療 
山本 直 

第 30回中国腎不全研究会学術集会 ランチョンセ

ミナー2、WEB開催、2021年 12月 

 

**************************************************** 

【循環器内科】【高血圧内科】 

《論 文》 
● Umami taste disorder is a novel 

predictor of obesity 
Mizuta E, Kinugasa Y, Kato M, Hamada T, 

Yamamoto K, Hisatome I  

Hypertension Research、44(5)：595-597、 

2021 年 

 

● Differences in needs for community 

collaboration for heart failure between 

medical and nursing care staff 
Kinugasa Y, Fukuki M, Hirota Y, Ishiga N, 

Kato M, Mizuta E, Mura E, Nozaka Y,  

Omodani H, Tanaka H, Tanaka Y, Watanabe I,  

Yamamoto K, Adachi T  

Heart Vessels、Online ahead of print、 

2021 Nov 23  

 

● 個々の味覚感度に注目した心臓リハビリテー

ション 
水田栄之助、足立博史、河場 航、森田一也、 

長谷川理絵、渡部いづる、森岡万里、尾崎就一 

心臓リハビリテーション、27(2)：125-128、 

2021年 

 

● 非心臓手術前のバルーン大動脈弁形成術後に

追加の経カテーテル大動脈弁留置術は必要

か？  
遠藤 哲、笠原 尚、川谷俊輔、網﨑良佑、 

中村研介、水田栄之助、足立正光、太田原 顕、

尾崎就一 

心臓、53(9)：983-988、2021年 

 

《学会発表》 
● 服薬歴データベースを利用した 高尿酸治療

薬における治療達成率の比較 
寺本 圭、太田原 顕、武田理宏、久留一郎、 

松村泰志、近藤博史 

第 54回日本痛風・尿酸核酸学会総会、Online、

2021年 1月 

 

● Monosodium urate crystal enhances the 

Kv1.5 expression and channel function to 

activate NLRP3 inflammasome 
李ぺいり、桑原政成、宮崎 聡、加藤雅彦、 

荻野和秀、太田原 顕、水田 栄之助、浜田紀宏、

山本一博、久留一郎 

第 54回日本痛風・尿酸核酸学会総会、東京都、

2021年 2月 

 

● 長期フォローアップ中に蛋白尿を呈した腎性

低尿酸血症(RHUC)の 1例 
宮崎 聡、桑原政成、水田 栄之助、太田原 顕、

浜田紀宏、荻野和秀、加藤雅彦、山本一博、 

久留一郎 

第 54回日本痛風・尿酸核酸学会総会、東京都、

2021年 2月 

 

● オロト酸の糖代謝に及ぼす影響 
荻野和秀、桑原政成、水田 栄之助、太田原 顕、

宮崎 聡、加藤雅彦、浜田紀宏、山本一博、 

久留一郎 

第 54回日本痛風・尿酸核酸学会総会、東京都、

2021年 2月 



 3 

 

● Polypharmacy and Taste Disorders in 

Heart Failure Patients 
衣笠良治、中山奈都子、杉原志伸、水田栄之助、

中村研介、神谷裕子、平井雅之、柳原清孝、 

加藤雅彦、山本一博 

第 85回日本循環器学会学術集会、横浜市、 

2021 年 3月 

 

● More than the Half Number of Severe CAD 

Patients without Features of Metabolic 

Syndrome had Hyperlipoprotein(a)-emia 
Kasahara Takashi, Endoh Satoshi, Ohtahara 

Akira, Kawatani Shunsuke, Amisaki Ryosuke, 

Mizuta Einosuke, Adachi Masamitsu, Osaki 

Shuichi  

第 85回日本循環器学会学術集会、横浜市、 

2021 年 3月 

 

● プライマリ・ケアにおけるこれからの高血圧

診療 
水田 栄之助 

第 12回日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会

学会ジョイントプログラム、北九州市、 

2021 年 5月 

 

● メタボリック症候群の徴候を持たない重症冠

動脈硬化疾患患者においては半数以上に高

Lp(a)血症を合併する 
循環器内科 笠原 尚、遠藤 哲、尾崎就一、 

川谷俊輔、網崎良佑、水田栄之助、足立正光、 

太田原 顕 

糖尿病代謝内科 宮本美香、本田 彬、櫻木哲詩 

糖尿病学会第 64回年次学術集会、金沢市、 

2021 年 5月 

 

● 食塩見本と塩分摂取量測定を用いた減塩指導

の試み 
上平 敦、水田 栄之助 

令和 3年度鳥取県医学会、倉吉市、2021年 5月 

 

● 有症候性の重症大動脈弁狭窄症に対するバル

ーン大動脈弁形成術後の当院における予後 
遠藤 哲、足立正光、太田原 顕、網崎良祐、 

川谷俊輔、水田栄之助、 笠原 尚、尾崎就一 

第 116回・第 118回日本循環器学会 中国・四国

合同地方会、Web、2021年 6月 

 

● 明日から実践！心不全の地域連携 
水田 栄之助 

第 116回・118 回日本循環器学会 中国・四国合同

地方会シンポジウム、高松市、2021年 6月 

 

● More than the half number of severe CAD 

patients without features of metabolic 

syndrome had hyperlipoprotein(a)-emia 
T. Kasahara, S. Endoh,  S. Osaki, S. 

Kawatani, R. Amisaki, N. Sasaki, E. Mizuta, 

M. Adachi, A. Ohtahara  

European Society of Cardiology CONGRESS 

2021、London、2021年 8月 

 

● 急性冠症候群(ACS)を発症した患者の味覚感

度 
水田 栄之助、衣笠良治、網崎良佑、 

佐々木直子、加藤雅彦、久留一郎、山本一博、 

尾崎就一 

第 69回日本心臓病学会学術集会、米子市、 

2021年 9月 

 

● 心機能障害を有する有症候性の重症大動脈弁

狭窄症に対するバルーン大動脈弁形成術は安

全で予後を改善する可能性がある 
遠藤 哲、足立正光、太田原 顕、川谷俊輔、 

網崎良佑、水田 栄之助、笠原 尚、尾崎就一 

第 69回日本心臓病学会学術集会、米子市、 

2021年 9月 

 

● 冠動脈硬化重症度に及ぼすメタボリック症候

群と lipoprotein(a)の交互作用の影響 
笠原 尚、尾崎就一、遠藤 哲、川谷俊輔、 

網崎良佑、佐々木直子、水田栄之助、足立正光、 

太田原 顕 

第 69回日本心臓病学会学術集会、米子市、 

2021年 9月 

 

● 心機能障害を有する有症候性の重症大動脈弁

狭窄症（SAS）に対するバルーン大動脈弁形

成術（BAV）は安全で予後を改善する可能性

がある 
遠藤 哲、足立正光、太田原 顕、網崎良祐、 

川谷俊輔、水田栄之助、笠原 尚、尾崎就一 

第 69回日本心臓病学会学術集会、米子市、 

2021年 9月 

 

● メタボリック症候群の徴候を持たない重症冠

動脈硬化疾患患者においては 1/3以上に高

Lp(a)血症を合併する 
笠原 尚、尾崎就一、遠藤 哲、川谷俊輔、 

網崎良佑、佐々木直子、水田栄之助、足立正光、 
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太田原 顕 

第 53回日本動脈硬化学会学術集会、京都市、

2021 年 10月 

 

● 高血圧啓発活動・連携強化における実地医家

の役割 
水田 栄之助 

第 43回日本高血圧学会総会シンポジウム、 

沖縄、2021年 10月 

 

● 読影レポート「未読ゼロ」活動 
太田原 顕、多田裕子、前田直人、足立 憲、 

本庄めぐみ、田川雅敏 

第 16回医療の質・安全学会学術集会、神戸市、

2021 年 11月 

 

● ワークショップ：次なる医療機関の情報化：

DX ～安全管理の視点から～ 問題解決から

考える医療の DXに向けた医療関係者の取り

組む姿勢とは 
太田原 顕 

第 41回医療情報学連合大会（第 22回日本医療情

報学会学術大会）、名古屋市、2021年 11月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● TGを下げる －DM with CAD and 

microangiopathy－ 
笠原 尚 

Lipid Conference in Yonago、米子市、 

2021 年 1月 

 

● 痛風と高尿酸血症 
水田 栄之助 

持田製薬 社員セミナー、米子市、2021年 2月 

 

● SGLT2阻害薬が心不全に奏功した一例 
水田 栄之助 

鳥取県西部 心不全リモートセミナー、米子市、

2021 年 2月 

 

● TGを下げる －DM with CAD and 

microangiopathy－ 
笠原 尚 

高 TG血症治療セミナー in 倉吉、倉吉市、 

2021 年 3月 

 

● 寝たきりにならないためのメタボ対策 
水田 栄之助 

スッキリがいーな大作戦！〜ドクター編〜、 

米子市、2021年 3月 

 

● 循環器内科から診た腎疾患 
水田 栄之助 

山陰心腎連関 Webカンファレンス、米子市、 

2021年 3月 

 

● ARNiをどのように心不全の治療戦略に組み

込むか？  
水田 栄之助 

慢性心不全治療の新たな治療戦略を企てる、 

米子市、2021 年 4月 

 

● 当院でのパルモディア使用経験 
水田 栄之助 

興和株式会社 スキルアップ研修、米子市、 

2021年 4月 

 

● 漢方はとても役立つ！ 

〜心不全・循環器病編〜 
水田 栄之助 

Tottori Kampo Web Lecture、米子市、 

2021年 5月 

 

● 高尿酸血症・痛風診療 update 
水田 栄之助 

雲南医師会 WEB 学術講演会、雲南市、2021年 5月 

 

● 循環器病対策推進基本計画の概要 
水田 栄之助 

CVD Management Consensus Meeting in 鳥取県、

米子市、2021 年 6月 

 

● 味覚に注目した「美味しい」減塩 
水田 栄之助 

高血圧管理を考える、米子市、2021年 6月 

 

● 最新の心不全治療動向と腎性貧血について 
水田 栄之助 

協和発酵キリン 社員勉強会、米子市、 

2021年 7月 

 

● 寝たきりにならないための高血圧の話 
水田 栄之助 

明道公民館あすなろ教室、米子市、2021 年 7月 

 

● 二次救急病院での心不全診療 
水田 栄之助 

バイエル薬品 社内勉強会、米子市、2021 年 8月 

 

● 地域連携パスにおける治療と管理 
佐々木直子 
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鳥取県西部医療連携 Webカンファレンス、 

米子市、2021年 8月 

 

● 高尿酸血症・痛風診療 update 
水田 栄之助 

島後医師会学術講演会、島後、2021年 9月 

 

● 漢方はとても役立つ！ 

〜心不全・循環器病編〜 
水田 栄之助 

始めてみよう 漢方医学・漢方薬、山口市、 

2021 年 9月 

 

● 実地医家が抱える高血圧診療の課題 
水田 栄之助 

高血圧診療実地医家ネットワーク Web講演会、

WEB、2021年 9月 

 

● 非透析症例での HIF-PH阻害薬使用経験 
水田 栄之助 

2021 年鳥取県糖尿病懇話会、米子市、 

2021 年 9月 

 

● 鳥取県における高血圧治療の現状と課題 
水田 栄之助 

高血圧 National Symposium、米子市、 

2021 年 10月 

 

● 健康寿命を延ばすための高血圧管理 
水田 栄之助 

脳卒中・循環器病対策基本法講演会、米子市、 

2021 年 10月 

 

● 心不全の新たな治療選択肢について 
水田 栄之助 

Heart Failure Meeting、米子市、2021年 10月 

 

● 心不全地域連携パスについて 
水田 栄之助 

2021 年度山陰労災病院 6B病棟勉強会、米子市、

2021 年 10月 

 

● 健康寿命を延ばすための「誤嚥性肺炎・高齢

心不全」管理 
水田 栄之助 

山陰労災病院地域連携室講演会、米子市、 

2021 年 11月 

 

● 心不全の基礎と治療介入について 
水田 栄之助 

日本ライフライン中四国支店社内 Web講演会、 

米子市、2021 年 12月 

 

● 最期まで美味しく食べるために 
水田 栄之助 

米子 Antihrombotic Therapy Seminar、米子市、

2021年 12月 

 

● 漢方はとても役立つ！ 

〜心不全・循環器病編〜 
水田 栄之助 

Shimane Cardiology Kampo WEBセミナー、 

出雲市、2021 年 12月 

 

● 当院における CRT症例実績と紹介タイミング

について 
水田 栄之助 

Medtronic CRT Web Seminar in Tottori、 

米子市、2021 年 12月 

 

● 多職種連携を含めた抗凝固薬管理の情報共有

化の取り組み 
太田原 顕 

米子 Antithrombotic therapy Seminar、米子市、

2021年 12月 

 

● 医療安全と医療情報との連携について 
太田原 顕 

2021最高質安全責任者(CQSO)養成研修、 

名古屋市、2021 年 12月 

 

《学術誌以外の雑誌》 
● 医療情報連携のための 心得 ４ 

ユーザーの特性を知るべし 
太田原 顕 

医療安全レポート、46号：14-17、2021 年 

 

● うま味感度が低い人は甘いもの好きの肥満が

多く、摂取エネルギー量が増えやすい 
水田 栄之助 

一般社団法人日本スポーツ栄養協会 公式情報サ

イト、2月 5 日掲載、2021年 

 

● 医療情報連携のための 心得 ５ 

入力データの特性を知るべし 
太田原 顕 

医療安全レポート、47号：22-25、2021 年 

 

● 医療情報連携のための 心得 ６ 

診療録（カルテ）の電子化による特性を知る
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べし 
太田原 顕 

医療安全レポート、48号：20-23、2021年 

 

● 医療情報連携のための 心得 ７ 

時間軸と業務で必要情報量を知るべし 
太田原 顕 

医療安全レポート、49号：17-20、2021年 

 

● 医療情報連携のための 心得 ８ 

紙（神）を信奉する己を知るべし 
太田原 顕 

医療安全レポート、50号：17-20、2021年 

 

● 医療情報連携のための 心得 ９ 

カイゼンの事例から汲むべし（質管理手法を

医療情報へ） 
太田原 顕 

医療安全レポート、51号：27-30、2021年 

 

● 医療情報連携のための 心得１０ 

データの絞り込みについて知るべし 
太田原 顕 

医療安全レポート、52号：12-15、2021年 

 

● 医療情報連携のための 心得１１ 

データ連携の仕組みについて知るべし 
太田原 顕 

医療安全レポート、53号：12-15、2021年 

 

● 医療情報連携のための 心得１２ 

電子カルテツール（道具）の使い方を知るべ

し 
太田原 顕 

医療安全レポート、54号：21-24、2021年 

 

● 味覚に注目した「美味しい」減塩について 
水田 栄之助 

鳥取県西部医師会報、207号：25-27、2021年 

 

《メディア》 
● 産官学連携で減塩食を普及 

水田 栄之助 

中海テレビ、中海テレビニュース・2021年 2月 2

日放映 

 

● 開け！スリムへの道 新感覚 食べすぎ防止

術 
水田 栄之助 

NHK、ガッテン！・2021年 9月 22日放映 

 

**************************************************** 

【脳神経内科】 

《学会発表》 
● 脳室内出血による急性水頭症を合併した

neuropsychiatric SLE（NPSLE）の 1例 
金谷優広、吉本祐子、楠見公義、高見飛鳥、 

田邊路晴、近藤慎二、庄盛浩平 

第 124回日本内科学会中国地方会、WEB、 

2021年 6月 

 

● 経口血糖降下薬の自己中断による高血糖を契

機に繰り返す痙攣発作を生じた 1例 
松本正太、金谷優広、吉本祐子、宮本美香、 

楠見公義 

第 124回日本内科学会中国地方会、WEB、 

2021年 6月 

 

● 脳梗塞を契機に診断された限局性強皮症の 1

例 
飯田真吾、金谷優広、吉本祐子、楠見公義、 

三島エリカ、庄盛浩平 

第 125回日本内科学会中国地方会、WEB、 

2021年 11月 

 

**************************************************** 

【整形外科】【脊椎整形外科】 

【外傷整形外科】【手外科】 

《論 文》 
● Efficiency of coordinator-based 

osteoporosis intervention in fragility 

fracture patients: a prospective 

randomized trial.  
M. Osaki, R. Okuda, Y. Saeki, T. Okano, K. 

Tsuda, T. Nakamura, Y. Morio, H. Nagashima, 

H. Hagino  

Osteoporosis International、32巻：409-503、

2021年 

 

● 高齢者上腕骨遠位端骨折への腓骨外側遠位

plate固定と上腕骨遠位後外側サポート付き

plate固定の比較と有用性の検討 
山下優嗣、高須勇太、奥野誠之、藤田章啓、 

林原雅子、津田公子 

日本手外科学会雑誌、38巻(3号)：389、2021年 
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● 二次骨折リスクの実態と二次骨折予防の意義 
岡野 徹 

日本骨粗鬆症学会雑誌、7(4)：589-592、2021年 

 

《学会発表》 
● 高齢者上腕骨遠位端骨折への腓骨外側遠位 

plate固定と上腕骨遠位後外側サポート付き 

plate固定の比較と有用性の検討 
山下優嗣、村田圭、村上大気、土海敏幸、 

大月健朗、岡野 徹 

第 75回山陰整形外科集談会、米子市、 

2021 年 7月 

 

● 高齢者骨粗鬆症性骨折患者の腎機能と認知症

の調査 
津田 歩、岡野 徹、村上大気、大月健朗、 

土海敏幸、山下優嗣、村田 圭 

第 54回中国・四国整形外科学会、宇部市、 

2021 年 11月 

 

● Influence of identifying the causative 

bacteria on treatment outcomes for 

pyogenic spondylitis 
藤原聖史、土海敏幸、村上大気、谷田 敦、 

大月健朗、山下優嗣、岡野 徹 

第 50回日本脊椎脊髄病学会、京都市、 

2021 年 4月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 当科での高齢関節リウマチ患者診療の現状 

大月健朗 

第 5回鳥取県西部関節リウマチセミナー、 

米子市、2021年 11月 

 

● 新規関節注射治療薬ジョイクルの適正使用を

考える 
岡野 徹 

変形性関節症セミナーin山陰、米子市、 

2021 年 6月 

 

● 骨粗鬆症性骨折に対する一次予防と二次予防  

～多職種連携による介入～ 
岡野 徹 

鳥取県病院薬剤師会西部支部定期研修会、 

米子市、2021年 8月 

 

**************************************************** 

【脳神経外科】 

《学会発表》 
● 外傷性総頚動脈解離の２例 外科的治療を施

行した例としなかった例 
末吉駿太郎、田邊路晴、近藤慎二、吉本裕子 

第 44回 日本神経外傷学会、高松市、2021年 2月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● CAS後に遅発性多発脳内病変の起こった 1例      

－親水性コーティング塞栓の可能性－ 
末吉駿太郎 

鳥取大学脳神経外科合同カンファランス、 

米子市、2021 年 1月 

 

● 未破裂多発脳動脈瘤に対する開頭クリッピン

グ術の 1例 －初めてのクリッピング術－ 
高見飛鳥 

鳥取大学脳神経外科合同カンファランス、 

米子市、2021 年 1月 

 

● 久しぶりの AT 
網﨑秀史 

鳥取大学脳神経外科合同カンファランス、 

米子市、2021 年 5月 

 

● Double origin PICAに生じた破裂脳動脈瘤

の１例 
網﨑秀史 

鳥取大学脳神経外科合同カンファランス、 

米子市、2021 年 11月 

 

**************************************************** 

【心臓血管外科】 

《講演会･研究会･研修会》 
● ～緊急循環器疾患～ 急性大動脈解離 

森本啓介 

鳥取大学医学部臨床講義、米子市、2021 年 7月 

 

● スタンフォード B型急性大動脈解離を発症

し、救急搬送となった症例の検討 
藤原義和、笹見強志、森本啓介 

救急症例検討会、米子市、2021年 11 月 

 

● 背部痛後に両下肢麻痺を認めた急性大動脈解

離の１例 
笹見強志、藤原義和、森本啓介 

救急症例検討会、米子市、2021年 7月 

 

● 大動脈壁在血栓由来の SMA塞栓で小腸壊死後
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塞栓症予防に TEVARで大動脈壁在血栓を圧着

した１例 
笹見強志、藤原義和、森本啓介 

第２２回大山心臓血管外科カンファレンス、 

米子市、2021年 11月 

 

**************************************************** 

【産婦人科】 

《学会発表》 
● 子宮留膿症の破裂による汎発性腹膜炎の 1例 

岩部富夫、柳楽 慶、坂本靖子 

日本産科婦人科学会鳥取地方部会、米子市、 

2021 年 5月 

 

****************************************************

【看護部】 

《論 文》 
● 腎センター看護職員における COVID-19流行

時の感染対策実践 
目次香 

中国腎不全研究会雑誌、29 巻：75-76、2021年 

 

《学会発表》 
● A病院看護職の COVID-19流行時における日

常的な感染対策実践 
目次香 

第 9回 日本感染管理ネットワーク学会 学術集

会、WEB、2021年 5月 

 

● 患者に寄り添う周術期看護を考える 

―患者へのアンケート調査よりワールドカフ

ェを行って― 
戸田萌恵、岩田圭子、伊藤寛子、濵﨑葉留美  

拝藤真美 

第 58回 日本手術看護学会 中国地区研究発表、

WEB、2021年 6月 

 

● 周術期における看護師の役割拡大（シンポジ

ウム） 
伊藤寛子 

第 58回 日本手術看護学会 中国地区研究発表、

WEB、2021年 6月 

 

● 高齢者の食事摂取量と味覚の関連 

－全口腔法味覚検査を用いた現状調査－ 
栗村香穂、表 奏子、小林由香理、矢瀧慶子 

日本臨床栄養代謝学会、岡山市、2021年 8月 

 

● 看護職員の COVID-19に対する認識と感染対

策実践 
目次香 

第 36回 日本環境感染学会 学術集会、WEB、 

2021年 9月 

 

● 手術室看護職員における COVID-19流行時の

社会的考慮と感染対策実践 
目次香 

第 35回 日本手術看護学会 年次大会、WEB、 

2021年 10月 

 

● 過去記録から二次的合併症の抽出と検討 

―術中看護の質の向上を目指して― 
吉岡めぐみ、山根弓子、拝藤真美 

第 35回 日本手術看護学会 年次大会、WEB、 

2021年 10月 

 

● 外来骨粗鬆症患者データベース構築とリエゾ

ンサービス効率化の試み 
佐々木梨紗、角田恭子、藤田美鈴、梅原淳子、 

田中和恵、岡野 徹 

第 23回日本骨粗鬆症学会、神戸市、2021 年 10月 

 

● 退院調整部門が介入した脳神経外科緊急入院

患者の実態 
瀧本久美子、中道 綾 

第 52回(2021 年度) 日本看護学会学術集会、

WEB、2021年 11月 

 

● 外来維持透析患者に対する感染予防行動への

指導介入の効果 －パンフレットと手洗いト

レーニングボックスを用いた指導－ 
生田絵理子、元栄亜紀、小谷順子、小林祐介、 

水田栄之助、山本 直 

第 30回中国腎不全研究会学術集会、 

オンデマンド、2021年 12月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 看護フェア パネル展示 

武下絵梨 

2021看護フェア（西部地区）、米子市、 

2021年 5月 

 

● くも膜下出血患者の看護 
武下絵梨 

HCU勉強会、米子市、2021年 8月 
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● 認知症の人への対応力向上を考える 
須田明美 

認定認知症領域検査技師 JSDP 技師講座、WEB、

2021 年 9月 

 

● 脳卒中地域連携パスの見直し―脳卒中再発予

防パンフレット作成の取り組み― 
武下絵梨 

第 5回山陰労災病院地域連携 Web交流会、 

米子市、2021年 9月 

 

● 看護師の褥瘡ケアに関する教育プログラム構

築のための知識調査 

－褥瘡予防対策の知識不足から得たもの－ 

澤田侑依、山根咲、斎賀恵美子、大根むつみ  

山陰労災病院 院内看護研究発表会(4階東病棟)、

米子市、2021年 10月 

 

● 脳外科患者の身体抑制に対する看護師の意識

調査 
坂口香織、福井登紀子、阿部麗華、濱崎葉留美、

永田理加 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(5階東病棟)、

米子市、2021年 10月 

 

● 新人看護師教育における「実施指導者とチー

ム支援型体制」の充実を目指して 

～チームリーダーへのインタビューに基づく

実態調査～ 
井上瞳、水津幸恵、上田裕佳、関千暁、笹野智子 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(6階東病棟)、

米子市、2021年 10月 

 

● 鳥取県西部地区の小・中学校における心肺蘇

生法教育の現状 
原田真喜子、吉川ほのか、遠藤由香里、田中和恵 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(6階 B病棟)、

米子市、2021年 10月 

 

● 手術室看護師として継続勤務できる肯定的な

要因 
精山絢子、吉川知子、大道早苗、川端慶治 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(手術室)、 

米子市、2021年 10月 

 

● 脳動脈破裂術後のくも膜下出血患者への介入 

－頭痛のコントロールと食事摂取に与える要

因について－ 
三宅美奈子、後藤香実、武下絵梨、田中未依、 

北水美香 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(HCU 病棟)、 

米子市、2021 年 10月 

 

● 母児同室が褥婦のメンタルヘルスに及ぼす影

響について 

－母児同室時間と EPDS点数の関連について

－ 
久保木早奈恵、山内麻美、藤野香代、佐藤操子、

富田千佳 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(4 階 B病棟)、

米子市、2021 年 10月 

 

● 外来維持透析患者に対する感染予防行動への

指導介入の効果 

－パンフレットと手洗いトレーニングボック

スを用いた指導－ 
生田絵理子、元栄亜紀、小谷順子、目次香、 

小林祐介、水田栄之助 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(腎センタ

ー)、米子市、2021年 10月 

 

● 急性期病棟における終末期看護に対するデス

カンファレンスの有効性 

－看護師の精神的負担の軽減に焦点をあてて

－ 
勝部茉奈、大谷綾、佐々木由佳、小前信子、 

若林千裕 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(5 階 B病棟)、

米子市、2021 年 10月 

 

● 外来化学療法を受ける患者が抱える日常生活

の問題 

～気がかりの多い 1事例の検討を行って～ 
青砥由美子、加藤紀乃、木村和枝、田中未依、 

矢瀧慶子 

山陰労災病院 院内看護研究発表会(外来)、 

米子市、2021 年 10月 

 

● 地域連携 
須田明美 

認知症対応力向上研修、WEB、2021年 10月 

 

● 脳動脈瘤破裂術後のくも膜下出血患者への介

入―頭痛コントロールと食事摂取に与える要

因について― 
三宅美奈子、後藤香菜美、武下絵梨、田中未依、 

北水美香 

院内看護研究発表、米子市、2021年 10 月 
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● 環境整備 
目次香 

令和 3年度 鳥取県院内感染対策講習会、 

米子市、2021年 11月 

 

● 職業感染予防 
目次香 

学校法人兵庫医科大学 医療人育成研修センター 

令和 3年度 認定看護師教育課程 手術看護分野、

西宮市、2021年 11月 

 

● 認知症看護と感染管理 
須田明美 

山陰労災病院 認定看護師シリーズ研修、 

米子市、2021年 12月 

 

● 脳外科ドレーン管理について 
武下絵梨 

HCU 勉強会、米子市、2021年 12月 

 

**************************************************** 

【薬剤部】 

《学会発表》 
● 電子カルテシステムを利用した 

副作用情報の一元管理について 

冨岡謙二 

第７回 日本医薬品安全性学会学術大会、 

WEB 開催、2021年 7月 

 

● DSSPとしての医薬品との関わり方 
冨岡謙二 

第７回 日本医薬品安全性学会学術大会、 

WEB 開催、2021年 7月 

 

● 医薬品マスタ管理標準化についての取り組み 
冨岡謙二、小林愛弓、松浦奈保子、原 康晃、 

長谷川千絵 

第 31回 日本医療薬学会、WEB開催、 

2021 年 10月 

 

● 一包化調剤・鑑査における業務効率化の検討 
丸山奈緒子、草巻直人、紙谷瑞希、三瀬宏海、 

原 康晃、西本美由紀、玉置秀成、冨岡謙二 

第 26回 鳥取県医療薬学セミナー、米子市、 

2021 年 12月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 消化器がんレジメン（胃がん、大腸がん）で

使用する抗がん剤の副作用及び副作用対策 
椛田弘治 

第 2回 薬薬連携 連絡会、米子市、2021 年 2月 

 

● がん疼痛の薬物療法 
椛田弘治 

5B病棟勉強会、米子市、2021年 6月 

 

● がん患者の疼痛評価と麻薬使用について 
椛田弘治 

2021年がん化学療法・緩和医療研修、米子市、

2021年 10月 

 

● 医師との間で事前に合意したプロトコルに基

づく、院外・院内処方せんにおける疑義照会

簡素化の実施について 
玉置秀成 

保険薬局対象説明会、米子市、2021年 10月 

 

● 分かりやすい輸液の話 
冨岡謙二 

医療法施行規則第 1条の 11に基づく研修、 

米子市、2021 年 11月 

 

**************************************************** 

【リハビリテーション科】 

【中央リハビリテーション部】 

《学会発表》 
● 入浴動作時の評価、動作指導により低酸素血

症、呼吸困難感が軽減した慢性Ⅱ型呼吸不全

の一症例 
三上将史、河場 航、山下智紀、礒邉康行 

第 5回日本リハビリテーション医学会 秋季学術

集会、名古屋市、2021年 11月 

 

● 入浴動作時の評価、動作指導により低酸素血

症、呼吸困難感が軽減した慢性Ⅱ型呼吸不全

の一症例 
三上将史、河場 航、山下智紀、礒邉康行 

第 17回鳥取県作業療法学会、米子市、 

2021年 10月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 当院の外来心臓リハビリテーションについて 

河場 航 

多職種で地域の心不全を考える会、米子市、 

2021年 1月 
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● 当院の心臓リハビリにおける作業療法 
河場 航 

心不全地域連携の会、米子市、2021年 4月 

 

**************************************************** 

【放射線科】【中央放射線部】 

《論 文》 
● 内臓動脈瘤に対する Baloon血流遮断下塞栓

術－親動脈塞栓法について－ 
足立 憲、矢田晋作、大内泰文、松本顕佑、 

遠藤雅之、高杉昌平、塚本和充、山本修一、 

小谷美香、藤井進也 

日本インターベンショナルラジオロジー学会雑

誌、35巻：205-210、2021年 

 

《学会発表》 
● 教育企画 2 PAD に対する IVR を始めよう  

【3. 膝下動脈】 
足立 憲 

第 50回日本 IVR学会総会、大坂市、2021年 5月 

 

《講演会･研究会･研修会》 
● 今再び造影 CTを考える より安全、安心な

検査には何が必要か 
増田 大 

第 19回 高速らせん CT技術セミナー、web(広島

市)、2021年 5月 

 

● 新人さんのための脳梗塞の基礎～MRI所見を

中心に～ 
真砂祐大 

第 12回鳥取 BIRTミーティング、web(鳥取市)、

2021 年 5月 

 

● 当直帯の MRI検査物語 第２報 
江谷奈々 

第 12回 鳥取 BIRTミーティング、web(鳥取市)、

2021 年 8月 

 

● 画像を見るポイント 
増田 大 

特定医療行為看護師研修、院内、2021年 8月 

 

● 発表用 地域の交流と育成を目的とした「山

陰なかよし勉強会」の活動報告 
増田 大 

第 37回日本診療放射線技師学術大会、web(東京

都)、2021年 12月 

 

**************************************************** 

【医療情報管理室】 

《学術誌以外の雑誌》 
● 山陰労災病院におけるオシドリネットを巡る

話題 
太田原 顕 

西部医師会雑誌、208(12)：22-25、2021 年 

 

 


