
（1）診療部 期間 平成26年1月～12月

①学会発表

病院名 期間 診療科 発表者 テーマ等 学会名 開催地

小樽病院 H26.2.21 小児科 辰巳正純 小樽市におけるロタウイルス胃腸炎発生率の解析 小樽市小児科部会 小樽市

小樽病院 H26.11.18 小児科 野上和剛 当院で経験したNICCDの３例 小樽市医師会小児科部会 小樽市

小樽病院 H26.12.7 小児科 笹岡悠太 アロマオイル 誤飲の１例 日本小児科学会北海道地方会第２９１回例会 札幌市

小樽病院 H26.3.7 呼吸器科 佐藤未来 肺腫瘍手術前に気管支鏡下バリウムマーキングを施行した２例 平成25年度第2回小樽市医師会会員研究発表会 小樽市

小樽病院 H26.7.11 呼吸器科 佐藤未来 クロピドグレルによる薬剤性間質性肺炎と考えられた１例 第4回小樽・後志呼吸器科カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.11.7 呼吸器科 佐藤未来 高齢者の気胸治療は難しい！ 第5[回小樽・後志呼吸器科カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.11.14-16 呼吸器科 竹藪公洋 ステロイド、タクロリムスが著効した間質性肺炎合併浸潤性胸腺腫の一例 第55回日本肺癌学会学術集会 京都府

小樽病院 H26.11.29 呼吸器科 佐藤未来 Clopidogrelによる薬剤性肺炎と考えられた一例 第272回日本内科学会北海道地方会 札幌市

小樽病院 H26.5 呼吸器科 谷口菜津子、竹藪公洋
Cluster analysis of severe adult asthma patients, including smokers, in a Japanese
population

The 110th American Thoracic Society International
Conference

San Diego, USA

小樽病院 H26.9.26～9.28 産婦人科 馬場敦志 卵巣癌 第62回北日本産婦人科学会 金沢市

小樽病院 H26.4.17～20 産婦人科
山中郁仁、加藤慧、鈴木
将裕、荒井宗大、山中 雅

遠隔転移を認めたendometrial intaraepitheial carcinoma(EIC)の1症例 第66回日本産科婦人科学会学術講演会 東京都

小樽病院 H26.7.17～19 産婦人科
今沙織、山中郁仁、荒井
宗大、山中雅

異なる臨床経過をたどったEndometrial intaraepitheial carcinoma(EIC)の2症例 第56回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 宇都宮市

小樽病院 H26.9.11～13 産婦人科
山中郁仁、今沙織、荒井
宗大、山中雅

TLHを安全に遂行するために～ひとりの医師によるTLHを余儀なくされた時 第54回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 鹿児島市

小樽病院 H26.10.19 産婦人科
今沙織、山中郁仁、荒井
宗大、山中雅

異なる臨床経過をたどったEndometrial intaraepithelial carcinoma(EIC)の2症例 第92回北海道産科婦人科学会・学術講演会 札幌市

小樽病院 H26.9.6 循環器科
高木千佳、長井和彦、山
田史郎、柿木滋夫

胸痛で搬送された80歳男性、広範前壁のSTEMIだけど、Cr4.14！！その時どうす
る？

第７回C5研究会 札幌市

小樽病院 H26.10.25 循環器科
高木千佳、長井和彦、山
田史郎、柿木滋夫

CKD　stage4,5のACSに対するPCIにおいて、術直前からCHDFを行うことの有用性
第20回北海道コンプレックスインターベンション研究
会

札幌市

小樽病院 H26.5.19 外科・呼吸器外科

Keidai Ishikawa, Takahiro
Tsuchikawa, Tatsuya
Kato, Yasuhiro Hida,
Kichizo Kaga, Yoshiro
Matsui, Satoshi Hirano

Method for the validation of immunohistochemical staining using SCID mouse
xenografts: Expression of CD40 and CD154 in human non-small cell lung cancer

The 2014 American Thoracic Society (ATS)
International Conference

San Diego, California

小樽病院 H26.5.29 外科・呼吸器外科
石川慶大、田畑佑希子、
進藤学、草野真暢、川村

左肺上葉切除施行後に生じた残存左下葉肺軸捻転の1例 第32回日本呼吸器外科学会総会 東京

小樽病院 H26.5.29 外科・呼吸器外科
石川慶大、田畑佑希子、
進藤学、草野真暢、川村

ｃＮ3非小細胞癌に対して化学療法が著効し切除術を施行しえた高齢者肺癌の治
療経験

第32回日本呼吸器外科学会総会 東京

小樽病院 H26.9.5 外科・呼吸器外科
石川慶大、進藤学、草野
真暢、川村健

外傷性肺嚢胞の１例 第18回日本気胸・肺嚢胞疾患学会総会 福岡市

小樽病院 H26.9.5 外科・呼吸器外科
石川慶大、進藤学、草野
真暢、川村健

気腫合併肺線維症に伴い発症した続発性気胸に対し、組織補強材つきno-knife
endo-staplerを用いた単純肺瘻閉鎖を短期間で複数回施行した治療経験

第18回日本気胸・肺嚢胞疾患学会総会 福岡市

小樽病院 H26.11.14 外科・呼吸器外科
石川慶大、進藤学、草野
真暢、川村健

右中葉萎縮を伴う右上葉肺癌に対して切除術を施行した1例 第55回日本肺癌学会学術集会 京都市

小樽病院 H26.11.15 外科・呼吸器外科
石川慶大、進藤学、草野
真暢、川村健

術前に右無名静脈・上大静脈浸潤を疑い切除しえた右上葉肺癌の1例 第55回日本肺癌学会学術集会 京都市

小樽病院 H26.11.15 外科・呼吸器外科
石川慶大、進藤学、草野
真暢、川村健

80歳以上高齢者肺癌手術症例の検討 第55回日本肺癌学会学術集会 京都市

小樽病院 H26.2.15 外科・呼吸器外科
石川慶大、田畑佑希子、
進藤学、草野真暢、川村

気腫合併肺線維症に伴い発症した続発性気胸に対し、短期間で単純肺瘻閉鎖を
複数回施行した1例

第96回日本胸部外科学会北海道地方会 札幌市

小樽病院 H26.9.13 外科・呼吸器外科
石川慶大、進藤学、草野
真暢、川村健

右膿胸開窓術後にVACシステムが著効した１例 第97回日本胸部外科学会北海道地方会 札幌市

小樽病院 H26.11.29 外科・呼吸器外科
石川慶大、進藤学、草野
真暢、川村健、飛岡弘敏

縦隔リンパ節内異所性甲状腺組織に甲状腺癌リンパ節転移をみとめ切除しえた右
上葉肺癌の1例

第106回日本臨床外科学会北海道地方会 札幌市

小樽病院 H26.7.10 外科・呼吸器外科
進藤学、草野真暢、石川
慶大

当院における高齢者乳癌手術症例の検討 第22回日本乳癌学会学術総会 大阪市



②論文

病院名 診療科 発表者 テーマ等 論文名

小樽病院 小児科 Tatsumi M J Med Virol. 2014 Feb;86(2):354-9.
Characterization of the NSP4 gene of group A
human rotavirus G1P[8] strains circulating in
Sapporo, Japan from 1987 to 2000.

小樽病院 小児科 Tatsumi M Microbiol Immunol. 2014 Sep;58(9):540-4.
Longitudinal analysis of VP7 gene of group A human
rotavirus G2P[4] strains circulating in the pre-
vaccine era in Sapporo, Japan from 1991 to 2011.

小樽病院 形成外科 Minagawa T

Tabata Y

Oyama A

Furukawa H

Yamao T

Yamamoto Y

小樽病院 形成外科 山脇吉朗 形成外科 57(1):27-35, 2014

皆川知広
小樽病院 病理診断科 Emori M,

Kaya M,
Takahata S,
Tobioka H,
Minaki Y,
Yamashita T.

Anaplastic lymphoma kinase-negative anaplastic large cell lymphoma with
extranodal involvement of the thigh muscle: a case report.

J Med Case Rep. 

小樽病院 外科・呼吸器外科
Keidai Ishikawa, Tatsuya
Kato, Masato Aragaki,

A Case of Castleman's Disease with Myasthenia Gravis Ann Thorac Cardiovasc Surg 2014; Supplement: 585-588

③講演、講習会

病院名 期間 診療科 発表者 テーマ等 講演・講習会名 開催地

小樽病院 H26..3.9 小児科 辰巳正純 ロタウイルス感染症:なぜワクチンが必要か. Vaccine Expert Meeting 東京都

小樽病院 H26.6.11 小児科 辰巳正純 ロタウイルス感染症の現状と対策 第210回八戸市小児科医会学術講演会 八戸市

小樽病院 H26.7.18 小児科 辰巳正純 ロタウイルス血清型の特徴 Web講演会 Web講演会

小樽病院 H26.7.23 小児科 辰巳正純
予防接種を取り巻く話題～ロタウイルスワクチンを中心に、新しく定期接種
になるワクチンを含めて

会津小児科医会学術講演会 会津若松市

小樽病院 H26.8.27 小児科 辰巳正純 ロタウイルス感染症の現状と対策 山形小児ワクチンセミナー 山形市

小樽病院 H26.10.8 小児科 辰巳正純 ロタウイルスワクチンと血清型の特徴 北勢地区小児臨床懇話会 四日市市

小樽病院 H26.10.18 小児科 辰巳正純 ロタウイルス感染症：なぜワクチンは必要か Vaccine Expert Meeting 大阪市

小樽病院 H26.11.5 小児科 辰巳正純 ロタウイルス感染症の現状と対策 第７回茨城県小児科医会学術講演会 古河市

小樽病院 H26.11.22 小児科 辰巳正純 予防接種を取り巻く最新の話題とロタウイルスワクチンの意義と実際 札幌小児ワクチン講演会 札幌市

小樽病院 H26.10.17 呼吸器科 佐藤未来
治療（自己血パッチ・EWSステントによる気管支充填術）に難渋した高齢者COPD合
併気胸の２例

第14回北海道呼吸器疾患ファオーラム 札幌

小樽病院 H26.2 呼吸器科 竹藪公洋 気管支喘息の治療〜最近の話題を含めて〜 小樽市薬剤師会学術講演会 小樽市

小樽病院 H26.3 呼吸器科 佐藤未来 肺腫瘍手術前に気管支鏡下バリウムマーキングを施行した2例 小樽市医師会会員研究発表会 小樽市

小樽病院 H26.3 呼吸器科 竹藪公洋 呼吸困難 第4回市立小樽病院緩和研修会 小樽市

小樽病院 H26.3 呼吸器科 竹藪公洋 「気管支喘息の治療〜最近の話題を含めて〜」 第3回小樽•後志呼吸器カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.6 呼吸器科 竹藪公洋 「COPD〜吸入薬戦国時代のいま」 MeijiSeikaファルマ（株）社内勉強会 小樽市

小樽病院 H26.7 呼吸器科 竹藪公洋 ステロイド剤が奏功した間質性肺炎合併浸潤型胸腺腫の一 第4回小樽•後志呼吸器カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.8 呼吸器科 竹藪公洋 喘息の最新治療 杏林製薬（株）社内勉強会 小樽市

小樽病院 H26.8 呼吸器科 竹藪公洋 COPD〜吸入薬戦国時代のいま 小樽市医師会内科部会講演会 小樽市

小樽病院 H26.10 呼吸器科 佐藤未来 治療（自己血パッチ、EWSによる気管支充填術）に難渋した高齢者COPD合併気胸の２例 第14回北海道呼吸器疾患フォーラム 札幌市

小樽病院 H26.11 呼吸器科 佐藤未来 高齢者COPD患者の気胸治療は難しい！ー自己血パッチ、EWSによる気管支充填術を施行した２例 第5回小樽•後志呼吸器カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.11 呼吸器科 竹藪公洋 気管支喘息の治療〜最近の話題を含めて〜 岩内•古宇郡医師会学術講演会 岩内町

小樽病院 H26.12 呼吸器科 竹藪公洋 COPD診療のアップデート 羊蹄医師会学術講演会 倶知安町

小樽病院 H26.2.6 循環器科 高木千佳 救急隊の適切な判断により超急性期血行再建できた広範前壁AMI 第42回小樽心臓勉強会 小樽市

小樽病院 H26.4.10 循環器科 高木千佳 当院における血管内治療 足を見る　講演会 小樽市

Controlled release of granulocyte colony-stimulating factor enhances
osteoconductive and biodegradable properties of beta-tricalcium phosphate in a
rat calvarial defect model

Int J Biomaterials. 2014, article ID 134521

「口蓋裂の診断と治療」　ガイドライン作成にあたっての私の提言　口蓋裂治療，二
次手術（咽頭弁ほか）に関するクリニカル・クエッションを作成して



小樽病院 H26.7.8 循環器科 高木千佳 28才女性劇症型心筋炎に伴うVF→CPAにて蘇生された1例 第43回小樽心臓勉強会 小樽市

小樽病院 H26.10.15 循環器科 高木千佳 虚血性心疾患と心臓カテーテル検査 院内勉強会 小樽市

小樽病院 H26.10.27 循環器科 長井和彦 当院における抗凝固療法の現状 小樽Network Meeting 小樽市

小樽病院 H26.10.8 病理診断科 飛岡弘敏 乳腺腫瘍WHO分類の「乳頭状病変」について 第10回小樽乳腺カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.1.27 外科・呼吸器外科
石川慶大，田畑佑希子，
進藤学，草野真暢，飛岡
弘敏，川村健

化学療法が著効し左上葉切除を施行した高齢者ｃＮ3腺癌の1例 第21回小樽協会病院地域連携シンポジウム 小樽市

小樽病院 H26.3.14 外科・呼吸器外科
石川慶大，田畑佑希子，
進藤学，草野真暢，川村

右膿胸・開窓術後の今後の治療 第48回SATS研究会（肺を想う会） 札幌市

小樽病院 H26.6.15 外科・呼吸器外科 石川慶大，進藤学，草野
真暢，川村健

cN3非小細胞癌に対して化学療法が著効し切除術を施行しえた高齢者肺癌の治療
経験

第2回北大循環器･呼吸器外科疾患懇話会 札幌市

小樽病院 H26.7.11 外科・呼吸器外科
石川慶大，進藤学，草野
真暢，川村健，飛岡弘敏

『症例提示』縦隔リンパ嚢胞の１例 第2回小樽・後志呼吸器カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.7.18 外科・呼吸器外科
石川慶大，進藤学，草野
真暢，川村健

右膿胸開窓術後の続報 第50回SATS研究会（肺を想う会） 札幌市

小樽病院 H26.9.12 外科・呼吸器外科
石川慶大，進藤学，草野
真暢，川村健

術前に右無名静脈・上大静脈浸潤を疑い切除しえた右上葉肺癌の1例 第77回小樽市医師会会員研究発表会 小樽市

小樽病院 H26.11.7 外科・呼吸器外科
石川慶大，進藤学，草野
真暢，川村健，飛岡弘敏

『症例提示』外傷性肺嚢胞の１例 第3回小樽・後志呼吸器カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.10.8 外科・呼吸器外科
進藤学，石川慶大，草野
真暢

当院における乳癌手術症例の検討 第10回小樽乳腺カンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.11.29 外科・呼吸器外科 進藤学 術前化学療法でpCRを得た後に脳転移をきたした二次性炎症性乳癌の一例 第7回乳癌治療セミナー 札幌市

小樽病院 H26.5.22 外科・呼吸器外科 進藤学 皮膚浸潤を伴う乳癌の治療 中外製薬社内研修会 札幌市

小樽病院 H26.7.31 外科・呼吸器外科 進藤学 進行・再発乳癌の内分泌療法 ノバルティスファーマ社内研修会 小樽市



④座長、司会

病院名 期間 診療科 発表者 テーマ等 会の名称 開催地

小樽病院 H26.9.26 小児科 辰巳正純 予防接種を取り巻く最新の話題とB型肝炎ワクチンの意義と実際 小樽市小児科部会 小樽市

小樽病院 H26.2.21 小児科 飯田一樹 小樽市医師会小児科部会 小樽市

小樽病院 H26.9.5 小児科 飯田一樹 小樽市医師会学術講演会 小樽市

小樽病院 H26.11.18 小児科 飯田一樹 小樽市医師会小児科部会 小樽市

小樽病院 H26.2 呼吸器科 竹藪公洋 非扁平非小細胞肺癌治療の実際 小樽地区肺癌学術講演会 小樽市

小樽病院 H26.3 呼吸器科 竹藪公洋 気管支喘息とCOPD〜鑑別に困ったときの対処法〜 小樽喘息講演会 小樽市

小樽病院 H26.10 呼吸器科 竹藪公洋 COPD診療の基本と最近の話題 小樽市医師会学術講演会 小樽市

小樽病院 H26.11 呼吸器科 竹藪公洋 新規喘息治療配合剤レルベアの今後の可能性 レルベア発売１周年記念講演会 小樽市

小樽病院 H26.1.17 循環器科 柿木滋夫 動脈硬化性疾患予防ガイドラインから見た脂質異常症治療 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012普及啓発セミ
ナー

那覇市

小樽病院 H26.1.23 循環器科 柿木滋夫 CKD合併高血圧の治療戦略 小樽市医師会学術講演会 小樽市

小樽病院 H26.2.10 循環器科 柿木滋夫 基調講演　当院における新規抗凝固薬の処方経験 小樽後志学術講演会 小樽市

特別講演　心房細動ガイドラインと大規模臨床試験を振り返る

小樽病院 H26.2.14 循環器科 柿木滋夫 冠血流予備能による心リスク評価 第20回循環器友の会 小樽市

小樽病院 H26.3.10 循環器科 柿木滋夫 一般演題　当院でのトルバプタン使用経験について 第2回小樽バゾプレシン懇話会 小樽市

特別講演　臨床現場でサムスカを使いこなす

小樽病院 H26.3.15 循環器科 柿木滋夫 糖尿病患者におけるアジルサルタン切り替え例の臨床経験 Takeda Diabetes Forum 2014 札幌市

肥満症治療への期待と課題

小樽病院 H26.3.25 循環器科 柿木滋夫 高齢化時代の積極的脳卒中予防 小樽市医師会学術講演会 小樽市

小樽病院 H26.3.27 循環器科 柿木滋夫 尿酸と血管内皮機能 痛風・高尿酸血症治療セミナー 小樽市

小樽病院 H26.4.10 循環器科 柿木滋夫 末梢動脈疾患をいかに早くみつけるか 足を見る　講演会 小樽市

小樽病院 H26.6.27 循環器科 柿木滋夫 循環器医が考える糖尿病薬物治療 糖尿病経口剤座談会 小樽市

小樽病院 H26.7.5 循環器科 柿木滋夫 高齢者の心臓リハビリテーションについて 第15回桂岡循環器懇話会 札幌市

小樽病院 H26.7.14 循環器科 柿木滋夫 感染性DICの考え方、診断、治療 小樽SEPSISセミナー 小樽市

小樽病院 H26.7.17 循環器科 柿木滋夫 標準予防策と身近な感染症への対策　その2 小樽市医師会主催　院内感染対策研修会 小樽市

小樽病院 H26.7.18 循環器科 柿木滋夫 循環器領域における抗血栓療法 小樽心房細動セミナー 小樽市

小樽病院 H26.7.24 循環器科 柿木滋夫 心不全治療Update　2014 小樽市医師会学術講演会 小樽市

小樽病院 H26.7.27 循環器科 柿木滋夫 直接トロンビン阻害剤とFXa阻害剤の違いと最新知見 小樽Network Meeting 小樽市

小樽病院 H26.10.30 循環器科 柿木滋夫 循環器内科の臨床検査 第７回小樽勤務医会 小樽市

小樽病院 H26.11.21 循環器科 柿木滋夫 心房細動治療 小樽AFカンファレンス 小樽市

小樽病院 H26.12.20 循環器科 柿木滋夫 第３回北海道循環器研究会 札幌市

小樽病院 H26.4.15 循環器科 柿木滋夫（パネリスト） ガイドラインの徹底理解 高血圧セミナー　JSH2014を考える 小樽市

小樽病院 H26.9.20 循環器科 柿木滋夫（パネリスト） NOACがでて３年経ちました 第１回西札幌・小樽循環器連携の会 札幌市

小樽病院 H26.1.27 外科・呼吸器外科 草野真暢 第21回小樽協会病院地域連携シンポジウム 小樽市

小樽病院 H26.7.7 外科・呼吸器外科 草野真暢 第22回小樽協会病院地域連携シンポジウム 小樽市


