
2020 年研究実績 

 

【新生児内科】 

（学会発表） 

1 佐々木 涼介、猪俣 慶、藤戸 祥太、米田 成美、南谷 曜平、井上 武、川瀬 昭

彦：X-常染色体の de novo 不均衡型転座と診断された新生児女児例：第 151 回熊本小

児科学会：2020.10.4 熊本市 

2 猪俣 慶、佐々木 涼介、藤戸 祥太、米田 成美、南谷 曜平、大塚 里奈、井上 

武、川瀬 昭彦：熊本市民病院 NICU、移転後 1 年の入院患者概要報告：第 151 回熊

本小児科学会：2020.10.4：熊本市 

 

【小児科】 

（学会発表） 

1 久冨 雄一朗、谷口 慎治：外傷を契機に発症した奇異性脳梗塞の男児例：熊本小児

科学会：2020.10.4：熊本市 

2 谷口 慎治、久冨 雄一朗：視機能障害を来した頭蓋内圧亢進症の１男児例：熊本小

児科学会：2020.10.4：熊本市 

 

（論文） 

１ 谷口 慎治、久冨 雄一朗：Leber 遺伝性視神経症の１例：小児科診療：83（2）；265-

268：2020 

  

【小児循環器内科】 

（学会発表） 

1 西原 卓宏、中島 光一朗、八浪 浩一：塞栓吸引を行った感染性心内膜炎による急

性心筋梗塞の 1 例：第 56 回日本小児循環器学会：2020.11.20：京都市 

 

【小児心臓外科】 

（学会発表） 

1 鈴木 理大、小野 友行、塩瀬 明、深江 宏冶：右肺過形成のため人工心肺確立に

工夫を要した症例：第 53 回日本胸部外科学会九州地方会総会：2020.7.23：福岡市 

2 小野 友行、鈴木 理大、塩瀬 明、深江 宏冶：LVOTO 合併が疑われる VSD へ

の Luciani 法の有効性の検討：第 53 回日本胸部外科学会九州地方会総会：2020.7.23：

福岡市 

  3 鈴木 理大、小野 友行、塩瀬 明、深江 宏冶：右肺過形成のため人工心肺確立に

工夫を要した症例：第 73 回日本胸部外科学会定期学術集会：2020.10.29：名古屋市



（Web） 

4 鈴木 理大、城尾 邦彦、堀 愛莉花、中島 光一朗、西原 卓宏、八浪 浩一、中

村 紳二、深江 宏治、塩瀬 明：当院における未熟児動脈管開存症の外科的治療成

績とその適応：第 56 回日本小児循環器学会総会・学術集会：2020.11.22：京都市（Web） 

5 城尾 邦彦、鈴木 理大、堀 愛莉花、中島 光一朗、西原 卓宏、八浪 浩一、中

村 紳二、深江 宏治、塩瀬 明：当院における Fontan 術後中期遠隔期成績の検討：

第 56 回日本小児循環器学会総会・学術集会：2020.11.22：京都市(Web) 

 

【脳神経内科】 

（講演・研修会） 

1 橋本 洋一郎 ：COVID-19 と脳卒中・脳卒中診療：第 17 回地域完結型の治療とリハ

ビリテーションを考える会（第 38 回 K-STREAM）：2020.12.23：熊本市（Web） 

2 和田 邦泰：COVID-19 と脳卒中〜敵を知り、脳卒中患者と診療体制を護る〜：

COVID-19 対応 脳卒中プロトコル Web 講演会：2020.9.3：熊本市 

3 橋本 洋一郎：抗血栓薬による心原性脳塞栓症の予防：—afire 研究から学ぶ“less is 

more”—WEB 講演会：2020.5.27：熊本市 

4 橋本 洋一郎：COVID-19 時代の脳卒中診療—予防に勝治療なし—：脳卒中ネットワ

ーク 熊本市東部における連携 インターネット講演会：2020.8.26：熊本市  

5 橋本 洋一郎：COVID-19 流行時の脳卒中の特徴：2020 年度脳神経看護セミナー 日

本脳神経看護研究学会 九州地方支部会主催：2020.9.5：熊本市 

6 橋本 洋一郎：脳卒中・循環器病対策基本法を踏まえた心原性脳塞栓の予防：ストッ

プ！NO 卒中プロジェクト全国講演会：2020.10.28：Web 

7 橋本 洋一郎：令和の時代の脳卒中医療連携 —一次脳卒中センターから始まる治療

とリハビリ—：AF Web セミナー：2020.11.13：Web 

8 橋本 洋一郎：COVID-19 時代の脳卒中診療・地域連携 —脳卒中センターから始ま

る治療とリハビリ—：八戸学術講演会：2020.11.18：八戸市 

9 橋本 洋一郎：TIA の新定義を知る：第 23 回横浜脳卒中・リハ連携研究会（Y-

CIRCLE）：2020.12.2：横浜市 

10 橋本 洋一郎：COVID-19 時代の脳卒中診療 —予防と protected code stroke—：New 

Normal における脳卒中診療(バイエル web 学術講演会)：2020.12.10：福岡市 

 

（学会発表） 

1 橋本 洋一郎：地域連携パス 熊本脳卒中地域連携（K-STREAM）の取り組み：第 20

回日本クリニカルパス学会学術集会：2020.1.17-18：熊本市 

2 橋本 洋一郎：脳卒中学会の脳卒中・循環器病対策基本法への取り組み：5 ヵ年計画

に関するジョイントシンポジウム 5 ヵ年計画の成果と目標—脳卒中・循環器病対策



基本法で何が変わるか—：第 84 回日本循環器学会学術集会：2020.7.31-8.2：京都市 

3 橋本 洋一郎：日本脳卒中学会の脳卒中センター認定事業を正しく理解する：

STROKE 2020（第 45 回日本脳卒中学会学術集会）：2020.8.24-25：横浜市 

4 橋本 洋一郎：心原性脳塞栓症の２次予防を考える―脳卒中・循環器病対策基本法を

踏まえて―：第 7 回日本心血管脳卒中学会学術集会：2020.8.24：横浜市（Web） 

5 和田 邦泰：感染症パンデミック下の脳卒中診療〜世界と日本の動向〜：STROKE 

2020（第 45 回日本脳卒中学会学術集会）：2020.8.24-25：横浜市 

6 和田 邦泰：脳卒中患者の自宅介護に関する市民の意識〜「地域包括ケアシステム」

に着目して〜：STROKE 2020（第 45 回日本脳卒中学会学術集会）：2020.8.24-25： 横

浜市 

7 橋本 洋一郎：COVID-19 対応 脳卒中プロトコル（Protected Code Stroke：JSS—

PCS）：第 61 回日本神経学会学術大会：2020.8.31-9.2：岡山市 

8 橋本 洋一郎：脳血管障害の症候学：第 61 回日本神経学会学術大会：2020.8.31-9.2：

岡山市 

9 橋本 洋一郎：日本神経学会の役割と課題：第 61 回日本神経学会学術大会：2020.8.31-

9.2：岡山市 

10 橋本 洋一郎：令和の時代の抗凝固療法：第 61 回日本神経学会学術大会：2020.8.31-

9.2、岡山市 

11 橋本 洋一郎：脳卒中センター認定の実際とその背景：第 48 回日本頭痛学会学術集

会：2020.11.7-8：つくば市 

 

（論文） 

1 徳永 誠、野口 大助、濱崎 寛臣、寺崎 修司、橋本 洋一郎：順序尺度である発

前 modified Rankin Scale と入院時 Japan Coma Scale を説明変数に加えることで重回

帰分析の予測精度が高まる：臨床リハ：29；92-96： 2020 

2 徳永 誠、渡邊 進、赤城 哲哉、大隈 秀信、大橋 浩太郎、金澤 親良、川嵜 真、

田中 智香、米村 憲輔、橋本 洋一郎：回復期リハビリテーション病棟を有する病

院の現状と質に関するアンケート調査：臨床リハ：29；838-844： 2020 

3 平野 照之、天野 達雄、今村 博敏、尾原 信行、早川 幹人、和田 邦泰、橋本 

洋一郎、坂井 信幸：COVID-19 対応 脳卒中プロトコル（日本脳卒中学会版 Protected 

Code Stroke : JSS-PCS）：脳卒中：42；315-343：2020 

4 橋本 洋一郎：地域連携パス 熊本脳卒中地域連携（K—STREAM）の取り組み：日

本クリニカルパス学会誌：22；93-97：2020 

5 Kishi T, Hirano T, Mizuno A, Hashimoto Y, Matsumoto C, Fukuda M, Sanada S, Ishida 

M, Node K, Miyamoto S, Komuro I, on behalf of Director of Japan Stroke and Japanese 

Circulation Societies：Joint declaration on COVID-19 by the Japan Stroke and Japanese 



Circulation Societies：Circ Rep：2；343-344：2020 

6 和田 邦泰、橋本 洋一郎、中島 誠、植田 光晴：COVID-19 流行と脳卒中：臨床

神経：60；822－839： 2020 

7 岡田 健太朗、武藤 雄一郎、和田 邦泰、平井 克樹、右田 昌宏：5 年の経過で

再発した GQ1b 抗体陽性 Fisher 症候群：日児誌：124；1246-1250：2020 

8 Sugimura Y, Ikeda T, Shindo S, Namitome S, Miura M, Wada K, Nagao Y, Yamanouchi 

Y, Terasaki T, Nakajima M：Pre-hospital Diagnosis of Large Vessel Occlusion in 

Patients Being Transported by Helicopter. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021 

Jan;30(1):105416. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105416. Epub 2020 Nov 1. 

9 和田 邦泰、岩崎 和子：地域包括ケアシステム：BRAIN NURSING：2020 夏季増

刊号；202-209： 2020 

10 飯原 弘二、位田 隆一、岩石 隆光、小笠原 邦昭、坂井 信幸、塩川 芳昭、鈴

木 倫保、中島 弘、橋本 洋一郎、峰松 一夫、宮本 享、片岡 大治：重症脳卒

中救急における治療介入のあり方に関するステートメント：脳卒中：42；435-442： 

2020 

11 鈴木 倫保、橋本 洋一郎、小笠原 邦昭、長谷川 泰弘、辻野 彰：脳卒中診療に

おける遠隔医療(Telestroke)ガイドライン：脳卒中：42；443-463：2020 

12 Nagao Y, Nakajima M, Inatomi Y, Ito Y, Kouzaki Y, Wada K, Yonehara T, Terasaki T, 

Hashimoto Y, Ando Y. Pre-hospital delay in patients with acute ischemic stroke in a 

multicenter stroke registry: K-PLUS.J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020 

Nov;29(11):105284. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105284. Epub 2020 Sep 

7. 

13 Kurogi R, Kada A, Ogasawara K, Kitazono T, Sakai N, Hashimoto Y, Shiokawa Y, 

Miyachi S, Matsumaru Y, Iwama T, Tominaga T, Onozuka D, Nishimura A, Arimura K, 

Kurogi A, Ren N, Hagihara A, Nakaoku Y, Arai H, Miyamoto S, Nishimura K, Iihara K: 

Effects of case volume and comprehends stroke center capabilities on patient outcomes 

of clipping and coiling for subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2020 Mar 13:1-11. 

doi: 10.3171/2019.12.JNS192584. Online ahead of print.PMID: 32168489 

14 Nishimura A, Nishimura K, Onozuka D, Matsuo R, Kada A, Kamitani S, Higashi T, 

Ogasawara K, Shimodozono M, Harada M, Hashimoto Y, Hirano T, Hoshino H, Itabashi 

R, Itoh Y, Iwama T, Kohriyama T, Matsumaru Y, Osato T, Sasaki M, Shiokawa Y, 

Shimizu H, Takekawa H, Nishi T, Uno M, Yagita Y, Ido K, Kurogi A, Kurogi R, Arimura 

K, Ren N, Hagihara A, Takizawa S, Arai H, Kitazono T, Miyamoto S, Minematsu K, 

Iihara K; J-ASPECT study collaborators. Development of quality indicators of stroke 

centers and feasibility of their measurement using a nationwide insurance claims 

database in Japan –J-ASPECT-. Circ J 83: 2292-2302, 2019 



15 橋本 洋一郎：2020 年医学はこうなる：medical tribune(Web)：2020.1.2；1-6.2020 

16 橋本 洋一郎：脳卒中・循環器病対策 新たな幕開け：週間医学界新聞：3353（新年

号）；1：2020 

17 橋本 洋一郎：切れ目ない医療体制の確立が、対策の基盤に：週間医学界新聞：3353

（新年号）；2-3：2020 

18 峰松 一夫、小室 一成、斎藤 能彦、橋本 洋一郎：健康寿命延伸へ、対策加速を：

週間医学界新聞：3353 号（新年号）；4-7：2020 

19 橋本 洋一郎：熊本市民病院が新築移転：熊本県保険医新聞：530；7：2020 

20 橋本 洋一郎：脳梗塞急性期医療のネットワーク化始まる―施行された脳卒中・循環

器病対策基本法の理念に基づき学会が制度化―：日経メディカル online：2020.1.7；

1-5：2020 

21 橋本 洋一郎：脳卒中後認知機能障害をどう検査し、予防するか：medical tribune

（Web）：2020.１.15；1-10：2020 

22 橋本 洋一郎：Drip & drive で迅速アクセス、最良の転帰を ドイツの脳卒中診療シ

ステム：medical tribune(Web)：2020.2.7；1-7：2020 

23 橋本 洋一郎：本人が望む生き方を叶えるために「人生会議」で求められる医療者の

役割 第 30 会保団連九州ブロック地域医療交流会 in 熊本シンポジウム：熊本県保険

医新聞：531；1：2020 

24 橋本 洋一郎：一過性脳虚血発作(TIA)後の脳卒中予防のための指針：救急・集中治

療ガイドライン 2020-2021：198-203：2020 

25 橋本 洋一郎：日本でも脳梗塞患者で smoker’s paradox を否定：medical tribune

（Web）：2020.3.6；1-6：2020 

26 橋本 洋一郎：2020 年の脳卒中センター：JSA News：60 号；15：2020 

27 橋本 洋一郎、井口 保之、河野 浩之、赤木 禎治：奇異性脳塞栓症の治療：Cardio-

Coagulation：7；6-13：2020 

28 橋本 洋一郎：熊本地震 何が起こり、何を行ったか―エコノミークラス症候群対応

を中心に―：西宮市医師会医学雑誌：25；8-14：2020 

29 橋本 洋一郎、和田 邦泰：一次脳卒中センターの始動 動き出した５ヵ年計画と脳

卒中・循環器病対策基本法：ブレインナーシング：36；326-329：2020 

30 橋本 洋一郎：脳脊髄液減少症の診断と治療：自律神経：57；51-55：2020 

31 橋本 洋一郎、和田 邦泰：脳脊髄液減少症の診断と治療：脳神経内科：92；385-391： 

2020 

32 橋本 洋一郎：脳卒中の予後を改善する救急車 メルボルン・モバイルストロークユ

ニット：medical tribune(Web)：2020.4.13；pp1-8：2020 

33 橋本 洋一郎：医療崩壊を防ぐ Protected Code Stroke  COVID-19 パンデミック時

の超急性期脳卒中管理：medical tribune(Web)：2020.４.17：1-9：2020 



34 橋本 洋一郎、和田 邦泰：脳卒中の地域医療連携：Clinical Neuroscience：38；571-

575：2020 

35 橋本 洋一郎：COVID-19 流行時の脳卒中の特徴は? パンデミック下の長急性期脳卒

中管理：medical tribune(Web)：2020.５.21：1-13：2020 

36 橋本 洋一郎：新型コロナ感染症とアマビエ：熊本県保険医新聞：2020.６.５；6：2020 

37 橋本 洋一郎：COVID-19 患者の脳卒中 通常と異なる特徴：medical tribune：53；

1：2020 

38 橋本 洋一郎：事前のアルテプラーゼ静注療法なしでも非劣性示す 大血管閉塞によ

る急性期脳梗塞への血管内血栓回収療法：medical tribune(Web)：2020.６.30；1-8：

2020 

39 橋本 洋一郎：勤務医部会定期総会のご報告：熊本県保険医新聞：536；3：2020 

40 橋本 洋一郎：夏が来れば思い出す：熊本県保険医新聞：536；3：2020 

41 橋本 洋一郎：COVID-19 時代のコロナウイルス神経疾患：medical tribune（Web）： 

2020.7.16；1-11：2020 

42 橋本 洋一郎、和田 邦泰：喫煙本数による脳卒中リスク：ファルマシア：56；715-

719： 2020 

43 橋本 洋一郎：予防心得と疫病退散妖怪アマビエ：熊本県保険医新聞：537；2：2020 

44 橋本 洋一郎：新型コロナの影響に関するアンケート集計結果：熊本県保険医新聞： 

537；4-5：2020 

45 橋本 洋一郎、和田 邦泰、山川 詩織：塞栓性脳梗塞 —基本法施工後の脳卒中最

新治療—：Coronary Intervention：16(4)；52-58：2020 

46 橋本 洋一郎：脳卒中の地域医療連携 熊本での取り組み：ドクターサロン：64；715-

725：2020 

47 橋本 洋一郎：COVID-19 と脳卒中：熊本市医師会 森都医報：835；19-20：2020 

48 橋本 洋一郎：COVID-19 の脳梗塞発症リスクはインフルの 7.6 倍 —米・ニューヨ

ーク市での検討—：medical tribune(Web)：2020.８.31；1-8：2020 

49 橋本 洋一郎：保団連研究・学術活動交流会の報告：熊本県保険医新聞：538；4：2020 

50 橋本 洋一郎：熊本県支部：JSA News：62；14：2020 

51 橋本 洋一郎：国民のための 名医ランキング 2021-2023 全国名医 1045 人厳選：

60：2020 

52 橋本 洋一郎、和田 邦泰、山川 詩織：脳卒中患者の ACP：看護技術：10；31-38：

2020 

53 橋本 洋一郎：治療可能な歩行障害(特発性正常圧水頭症)を見つける：Medical 

Practice：37；1618：2020 

54 橋本 洋一郎：妊婦さんを診よう —妊娠中、母乳授乳中の女性の診療における留意

点—：全国保険医新聞：2839；7：2020 



55 橋本 洋一郎：新型コロナ 脳卒中合併も：熊本日日新聞：2020.９.25；19：2020 

56 橋本 洋一郎：脳梗塞再発予防のための薬物療法を展望する：medical tribune（Web）： 

2020.10.7；1-9：2020 

57 橋本  洋一郎：痙攣(神経症候学と神経診断学  AI は味方か敵か？)：Clinical 

Neeuroscience：38；1400-1404：2020 

58 橋本 洋一郎：感染症対策は脳卒中予防に有効か COVID-19 時代に感染症と脳卒中

の関係をレビュー：medical tribune（Web）：2020.10.30；1-7：2020 

59 橋本 洋一郎：片頭痛は摩訶不思議な疾患：熊本県保険医新聞：541；1：2020 

60 橋本 洋一郎、和田 邦泰：超高齢社会の脳卒中診療の再構築：BIO Clinica：35；1321-

1325：2020 

61 橋本 洋一郎：心房細動に対するカテーテルアブレーション後の認知症発症抑制：全

国的なコホート研究：medical tribune（Web）：2020.12.7；1-6：2020 

62 橋本 洋一郎：COVID-19 流行時の脳卒中の特徴：日本脳神経看護研究学会雑誌：42

（3）；13-19：2020 

63 橋本 洋一郎：四半世紀にわたる日本脳卒中協会における活動：JSA News：63；1： 

2020 

64 橋本 洋一郎：最新の脳卒中データ 一次脳卒中センター：JSA News：63；8：2020 

65 清水 渉、西山 康裕、橋本 洋一郎、岩崎 雄樹：脳梗塞の二次予防：Cardio-

Coagulation：7；185-193：2020 

66 橋本 洋一郎：STROKE 2020：Cardio-Coagulation：7；236-239：2020 

67 橋本 洋一郎：各疾患の栄養管理 脳卒中：臨床栄養：306-311：2020 

68 橋本 洋一郎：意識と意識障害：新版 神経心理評価ハンドブック：131-139：2020 

69  橋本  洋一郎：脳静脈血栓症 ：今日の疾患辞典デジタル版 Current Decision 

Support(CDS)：URL:https://www.cds.ai/docs/detail/d09344_indd 

70 橋本 洋一郎：空気塞栓症（ガス塞栓症、血管空気塞栓症）：今日の疾患辞典デジタル

版 CurrentDecisionSupport(CDS)：URL:https://www.cds.ai/docs/detail/d09347_indd 

71 橋本 洋一郎：脳リピオドール塞栓症：今日の疾患辞典デジタル版 Current Decision 

Support(CDS)：URL:https://www.cds.ai/docs/detail/d09348_indd 

72 橋本  洋一郎：線維軟骨塞栓症：今日の疾患辞典デジタル版 Current Decision 

Support(CDS)：URL:https://www.cds.ai/docs/detail/d09349_indd 

 

【呼吸器内科】 

（講演・研修会） 

1 岸 裕人：熊本市民病院 呼吸器内科連携の会：肺癌治療の最近のトピックと熊本市民

病院呼吸器診療の現状について：2020.1.29：熊本市 

2 藤井 一彦：熊本 COPD 治療 up to date セミナー：Asthma COPD Overlap (ACO) 



〜喘息からみた ACO、COPD からみた ACO〜：2020.2.12：熊本市 

3 藤井 一彦：上益城郡医師会学術講演会：熊本市民病院の診療案内（呼吸器内科との

病診連携、熊本市民病院における新型コロナウイルス診療の現状、COPD・気管支喘

息の最新治療：2020.9.9：上益城郡 

4 藤井 一彦：第 290 回湖東カンファレンス：睡眠時無呼吸症候群の診断と治療：

2020.9.28：熊本市 

 5 藤井 一彦：医療連携セミナー：重症喘息の治療と with Corona 下での医療連携：

2020.10.22：福岡市 

 6 藤井 一彦：第 6 回筑後呼吸ケア講演会：HOT の意義と with corona 下での呼吸ケ

ア：2020.11.18：久留米市 

7 藤井 一彦：第 2 回熊本呼吸器リモート講演会：喘息治療における新規吸入療法：

2020.12.2：熊本市 

 

（学会発表） 

1 岸 裕人、高木 僚、須加原 一昭、田代 貴大、稲葉 恵、牛島 淳、平田 奈穂

美：ロルラチニブ投与後に体重増加を認め閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療を要した

ALK 融合遺伝子陽性肺腺癌の 1 例：第 60 回日本肺癌学会 九州支部学術集会、第 43

回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会：2020.2.22：北九州市 

 

【消化器内科】 

（講演・研修会） 

1 齊藤 宏和：第 271 回湖東カンファレンス：無症状総胆管結石は治療すべきか？：

2020.11.30：熊本市 

 

（学会発表） 

1 Saito H. Tada S：Increased risk of post-ERCP pancreatitis in patients with asymptomatic 

common bile duct stones：Digestive disease week 2020：2020.5.3-6：シカゴ 

2 齊藤 宏和、持永 崇穂、小畑 雅寛、多田 修治：無症状総胆管結石に対する ERCP

後膵炎のリスク (young investigator award、優秀演題賞)：日本消化器内視鏡学会総会

(JDDW2020)：2020.11.4-7：神戸市 

 

（論文） 

1 Saito H, Tada S, et.al ： Post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography 

pancreatitis in single-stage endoscopic common bile duct stoneremoval：Journal of 

Gastroenterology and Hepatology Open：4；394-399：2020 

 



【循環器内科】 

（講演・研修会） 

1 三角 郁夫：菊池管内保健師会講演会：心疾患について：2020.10.5：光の森 

2 佐藤 幸治：第 8 回災害医療セミナー：災害時に注意すべき循環器疾患とその対応：

2020.6.1：熊本市 

3 佐藤 幸治：Lake Side Conference：ガイドラインを踏まえた心不全診療の現状：

2020.9.11：熊本市 

3 佐藤 幸治：災害関連 web セミナー：熊本地震後の DVT 検診の結果〜DVT に対す

る薬物治療を含めて〜：2020.12.3：川内市 

 

（学会発表） 

1 三角 郁夫、佐藤 幸治、宇宿 弘輝、海北 幸一、辻田 賢一：Discrete ridge と肥

大乳頭筋により左室中部閉塞をきたした一例：日本心エコー図学会：2020.8.14-15：

島根県 

2 三角 郁夫、佐藤 幸治、永野 美和、宇宿 弘輝、海北 幸一、辻田 賢一：僧房

弁流入波形と肺静脈波形が相似した三相波の一例：日本超音波医学会九州地方会：

2020.10.4：久留米市 

3 江原 祥太、永野 美和、佐藤 幸治、三角 郁夫、宇宿 弘輝、海北 幸一、辻田

賢一：経胸壁心エコー上、左室後壁が二重構造を呈した一例：日本超音波医学会九州

地方会：2020.10.4：久留米市 

4 佐藤 幸治、三角 郁夫、永野 美和、宇宿 弘輝、海北 幸一、辻田 賢一：左室

流出路閉塞での等容拡張期血流の機序を検討した一例：日本超音波医学会九州地方

会：2020.10.4：久留米市 

5 三角 郁夫、佐藤 幸治、宇宿 弘輝、坂本 憲治、海北 幸一、辻田 賢一、福井 

寿啓：僧房弁流入三相波の機序を推察した僧房弁閉鎖不全の一例：日本超音波医学会

学術集会：2020.12.1-3：仙台市 

６ 江原 祥太、永野 美和、三角 郁夫、佐藤 幸治、小畑 雅寛、両角 香奈：左室

緻密化障害の形態を呈した心不全の一例：日本内科学会九州地方会：2020.11.29：宮

崎市 

 

（論文） 

1 Misumi I, Sato K, Nagano M, Yamada Y, Urata J, Kaikita K, Tsujita K.：Hypertrophic 

obstructive cardiomyopathy with left ventricular outflow and mid obstruction with apical 

aneurysm: a case report. ： J Echocardiogr. ： Sep. 2, Online ahead of print.doi: 

10.1007/s12574-020-00486-6.2020.  

２ Misumi I, Sato K, Nagano M, Urata J, Usuku H, Kaikita K, Tsujita：Late-gadolinium 



enhancement in a subject with normal left ventricular function.：Radiol Case Rep.：25；

2464-2470：2020 

3 Misumi I, Sato K, Hanatani S, Nagayoshi Y, Sakaino N, Urata J, Tsujita K：Pseudo-

Paradoxical Jet Flow in a Patient with Midventricular Obstructive Hypertrophic 

Cardiomyopathy：CASE：12；170-188：2020 

4 Misumi I,Sato K, Nagano M, Korogi W, Usuku H, Kaikita K, Tsujita K：Similarity and 

simultaneity of triphasic mitral inflow and pulmonary venous flow in a patient with broad 

apical aneurysm：J Echocardiogr：10-Oct;Online ahead of print.：2020 

 

【血液・腫瘍内科】 

（講演・研究会） 

1 山崎 浩：熊本医療センター 診断と治療 公開講座：多発性骨髄腫診療の進歩：

2020.7.11：熊本市 

2 山崎 浩：天草郡市薬剤師会 Web 講演会：悪性リンパ腫について〜特に、B 細胞リン

パ腫〜：2020.12.16：熊本市（Web） 

 

【代謝内科】 

（講演・研修会） 

1 櫨川 岩穂：熊本県糖尿病対策推進会議実務者研修会：糖尿病合併症の管理： 

2020.2.9: 熊本市 

 

【消化器外科】 

（学会発表） 

1 生田 義明、塚本 雅代、横山 幸生：BR・UR 膵癌に対する周術期化学療法のアウ

トカム：第 120 回日本日本外科学会学術集会：2020.8.13-15：横浜市(Web) 

2 生田 義明、白石 裕大、丸野 正敬、清水 健次、小川 克大、辛島 龍一、新田

英利、増田 稔郎、松本 克孝、沖野 哲也、高森 啓史：急性胆嚢炎穿孔症例の治

療方針についての検討：第 28 回日本消化器関連学会週間（JDDW2020）：2020.11.5-

8：神戸市(Web 開催) 

 

（論文） 

1 Masayo Tsukamoto：Surgery Today：50(4)；402-412：2020 

4 Takayoshi Yamao：Asian Journal of Endoscopic Surgery：13(3)；375-381：2020 

 

【乳腺・内分泌外科】 

（講演・研修会） 



1 Hirotaka Iwase：The 3rd International Cancer Research Symposium of Training Plan 

for Oncology Professionals：Educational Lecture 4: Treatment strategy for HER2 

negative breast cancer.：2020.2.15-16：Osaka 

2 岩瀬弘敬：熊本県栄養士会医療事業部研修会：乳がんの疫学と治療の最前線：

2020.2.22：熊本市 

 

（学会発表） 

1 Shi Qui, Takashi Takeshita, Aiko Sueta , Mai Tomiguchi , Lisa Goto , Hirotaka Iwase , 

Yutaka Yamamoto：Identification of HER2 gene mutations in plasma and tissue of 

breast cancer patients; HER2 gene mutation (V777L))shows poor prognosis.：第 28 回

日本乳癌学会学術総会：2020.7.2-4：名古屋市 

 

（論文） 

1 Kosaka Y, Yamamoto Y, Tanino H, Nishimiya H, Yamamoto-Ibusuki M, Hirota Y, Iwase 

H, Nakamura S, Akashi-Tanaka S：BRCAness as an Important Prognostic Marker in 

Patients with Triple-Negative Breast Cancer Treated with Neoadjuvant Chemotherapy: 

A Multicenter Retrospective Study.： Diagnostics (Basel)：10(2); 20-27:2020 

2 Kawase K, Yamashita H, Iwase H, Akashi-Tanaka S, Iijima K, Ishida T, Takeishi Y, 

Tanaka F, Doihara H, Nakano S, Yamauchi H, Masuda S：Current conditions and issues 

of physicians and working conditions at institutions accredited by the Japanese Breast 

Cancer Society.：Breast Cancer.：27(2)；159-165：2020 

3 Hayashi M, Yamamoto Y, Iwase H：Clinical imaging for the prediction of neoadjuvant 

chemotherapy response in breast cancer.：Chin Clin Oncol：9(3)；31-36：2020  

4 Shinriki S, Maeshiro M, Shimamura K, Kawashima J, Araki E, Ibusuki M, Yamamoto Y, 

Iwase H, Miyamoto Y, Baba H, Yamaguchi M, Matsui H.: Evaluation of an amplicon-

based custom gene panel for the diagnosis of hereditary tumors.：Neoplasma.：67(4)；

898-908：2020  

5 岩瀬 弘敬：乳癌：Year Note Topics 2020-2021：10；68-72：2020 

 6 山本 豊、岩瀬 弘敬：内分泌療法 2-2. 内科的治療 C. 転移・再発乳癌：乳腺腫

瘍学：268-279：2020 

7 岩瀬 弘敬：ホルモン療法薬－乳癌：ポケットドラッグス 2021：544-549：2020  

 

【整形外科】 

（講演・研修会） 

1 渡邉 弘之：第 38 回熊本股関節研究会：変形性股関節症〜術後慢性疼痛に対する薬

物療法〜：2020.2.14：熊本市 



2 岡田 龍哉：第 442 回熊本脊椎外科研究会：熊本市民病院開院 9 ヶ月における脊椎手

術の状況：2020.6.25：熊本市 

2 渡邉 弘之：Pain Live Symposium in 熊本：人工股関節置換術における術後慢性疼痛

〜ミロガバリンへの期待〜：2020.10.7：熊本市 

 

（学会発表） 

1 渡邉 弘之、相良 孝昭、興梠 航、酒本 高志：仰臥位前外側アプローチ THA に

おける Vertical band 処理についての検討：第 47 回日本股関節学会学術集会：

2020.10.23：四日市市 

2 興梠 航、渡邉 弘之、酒本 高志、相良 孝昭：若年者の股関節に発生した色素性

絨毛結節性滑膜炎の 1 例：第 47 回日本股関節学会学術集会：2020.10.23：四日市市 

3 酒本 高志、渡邉 弘之、興梠 航、相良 孝昭：THA 術後のステム周囲大腿骨骨密

度低下に対するデノスマブの効果：第 47 回日本股関節学会学術集会：2020.10.23：四

日市市 

4 渡邉 弘之、相良 孝昭、岡田 龍哉、興梠 航、酒本 高志、山田 祐莉子：仰臥

位 THA におけるポータブルナビゲーションのラーニングカーブの有無とピットフォ

ール：第 140 回西日本整形・災害外科学会：2020.11.14：別府市 

5 興梠 航、渡邉 弘之、岡田 龍哉、酒本 高志、山田 祐莉子、相良 孝昭：両側

人工股関節置換術後に臼蓋コンポーネントが migration し、スクリューが外腸骨動脈

に近接していた 1 例：第 140 回西日本整形・災害外科学会：2020.11.14：別府市 

6 酒本 高志、渡邉 弘之、岡田 龍哉、興梠 航、山田 祐莉子、相良 孝昭：大腿

骨頭前方回転骨切術後に生じた大腿骨頸部骨折の 1 例：第 140 回西日本整形・災害外

科学会：2020.11.14：別府市 

7 山田 祐莉子、渡邉 弘之、岡田 龍哉、興梠 航、酒本 高志、相良 孝昭：当院

での 50 歳以上に対する RAO の手術成績：第 140 回西日本整形・災害外科学会：

2020.11.14：別府市 

 

（論文） 

1 渡邉 弘之、相良 孝昭、水田 博志：仰臥位 THA におけるポータブルナビゲーション

システム HipAlign Supine の有用性についての検討：整形外科と災害外科：69；15-17: 

2020 

2 渡邉 弘之、相良 孝昭、酒本 高志：仰臥位 THA におけるポータブルナビゲーシ

ョンシステム HipAlign Supine のレジストレーションエラーについての検討：Hip 

Joint：46；206-209：2020 

 

【脳神経外科】 



（講演・研修会） 

1 藤本 健二：メソトレキセートのポリグルタミル化誘導は PCNSL の新たな治療戦略

になりうる：2020.11.14：熊本市 

 

（学会発表） 

1  Keishi Makino ,  Kenji Fujimoto ,  Akira Takada ,  Jun-ichiro Kuroda ,  Naoki 

Shinojima,Akitake Mukasa：Evaluation of the treatment results and expression of 

EMT-related transcription factors for novel therapeutic targets in pediatric 

ependymoma ： 19Th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology ：

2020.12.13-16：Karuizawa(Web) 

2 牧野 敬史、髙田 明、武笠 晃丈：小児脳腫瘍に対する放射線治療後に生じた脳梗塞

2 症例の比較：第 45 回日本脳卒中学会学術集会：2020.8.23-9.24：横浜市(Web) 

3 牧野 敬史、藤本 健二、髙田 明、武笠 晃丈：悪性脳腫瘍に対する放射線治療後

に生じた脳梗塞 2 症例の比較検討：第 48 回日本小児神経外科学会：松本市(Web） 

4 藤本 健二、有田 英之、金村 米博、田中 將太、永根 基雄、植木 敬介、西川

亮、小森 隆司、成田 善孝、市村 幸一：IDH wildtype LGG における最も重要な

予後不良因子は TERT promoter mutation である：第 38 回日本脳腫瘍病理学会：

2020.9.28-10.19：Web 

5 藤本 健二、有田 英之、中村 大志、田中 將太、樋口 芙未、沖田 典子、金村

米博、深井 順也、阪本 大輔、宇田 武弘、前原 健寿、永根 基雄、西川 亮、

小森 隆司、成田 善孝、市村 幸一：WHO grade Ⅱ, Ⅲ IDH wildtype astrocytoma

におけて TERT promoter mutation と copy number alteration は重要な予後規定因子

である：第 79 回日本脳神経外科学会第 79 回学術総会：2020.10.15-17：岡山市 

 

（論文） 

 1 Takato Morioka , Nobuya Murakami, Satoshi Suzuki, Akira Takada,Seiji Tjiri ,Takafumi 

Shimogawa , Nobutaka Mukae , Koji Iihara：Neurosurgical Pathology and Management 

of Limited Dorsal Myeloschisis Associated with Congenital Darmal Sinus in Infancy：

Pediatric Neurosurgery：55；113-125：2020 

 2 牧野 敬史、黒田 順一郎、髙田 明、武笠 晃丈：小児症候性キアリ I 型奇形に対

する治療成績の成人例との比較検討：小児の脳神経：45（2）；83-89：2020 

3  Kenji Fujimoto, Naoki Shinojima1 Mitsuhiro Hayashi, Tomoyuki Nakano,Koichi 

Ichimura, Akitake Mukasa：Histone deacetylase inhibition enhances the therapeutic 

effects of methotrexate on primary central nervous system lymphoma：Neuro-oncology 

advances：2(1)；vdaa084：2020 

 



【皮膚科】 

（学会発表） 

 1 緒方 亜紀、加口 敦士、豊住 康夫：肥厚性皮膚骨膜症患者母趾に生じた Superficial 

Acral Fibromyxoma：第 119 回日本皮膚科学会総会：2020.6.4-7：Web 

 

【泌尿器科】 

（講演・研修会） 

1 里地 葉：第 2 回東部ウロカンファランス：井蛙旅に出る 好奇心と向上心のすすめ 

夜間頻尿診療ガイドラインを添えて：2020.8.21：熊本市 

（学会発表） 

1 里地 葉、中村 圭輔、黒田 庄一郎、桑原 朋広、高橋 渡：尿管異所開口を伴う

低形成腎に対し腹腔鏡下腎摘除術を施行した成人女性の一例：第 85 回日本泌尿器科

学会佐賀地方会：2020.9.5：佐賀市 

 

2 黒田 庄一郎、中村 圭輔、里地 葉、桑原 朋広：CEA、CA19-9 上昇を伴った腎

盂癌の 1 例：第 200 回日本泌尿器科学会熊本地方会：2020.9.19：熊本市 

3 里地 葉、黒田 庄一郎、中村 圭輔、桑原 朋広、東武 昇平、野口 満：性分化

疾患における女児外陰部形成術：第 200 回日本泌尿器科学会熊本地方会：2020.9.19：

熊本市 

3 里地 葉：若年成人男性の排尿姿勢に関する検討：第 108 回日本泌尿器科学会総会：

2020.12.23：神戸市（Web） 

 

（論文） 

1 Yo Satoji：Transvesical Laparocopic Surgery for a stone in the ureterocele： IJU Case 

Reports：6(4)；283-286：2020 

 

【眼科】 

（講演・研修会） 

1 福島 美紀子：第 7 回火の国眼科セミナー：当科における網膜硝子体疾患〜未熟児網

膜症診療について〜：2020.10.28：Web 

2 福島 美紀子：第 6 回 DME expert clinical conference：当院における DME 治療：

2020.11.8：Web 

 

（学会発表） 

1 有村 和枝、中田 奈月、大平 さおり、福島 美紀子：瘢痕期未熟児網膜症に閉塞

隅角を併発した１例：第 74 回日本臨床眼科学会：2020.10.15-18：東京都 



 

【耳鼻咽喉科】 

（学会発表） 

1 岡崎 太郎、宮丸 悟、折田 頼尚：第 VIII・X 脳神経麻痺をきたした水痘帯状疱疹

ウイルス感染の 1 例：第 121 回日本耳鼻咽喉科学会学術講演会：2021.10.7：岡山市 

 

【歯科口腔外科】 

（講演・研修会） 

 1 太田 和俊：第 2 回令和 2 年度口腔外科ベーシックセミナー：日常臨床で行う小外科

処置について：2021.12.10：熊本市 

 

【産科・婦人科】 

（講演・研修会） 

1 本田 律生：肥後医育塾公開セミナー：がん治療と妊娠 ―小児・AYA 世代への対応

―：2020.11.１：熊本市 

 

（学会発表） 

 1 片渕 充沙子、本田 律生、大竹 秀幸、氏岡 威史、三好 潤也、小寺 千聡、岸

本 かおり、吉積 貴子：Covid-19 罹患妊婦に対する緊急帝王切開術の経験：第 235

回熊本産科婦人科学会：2020.11.29：熊本市 

2 片渕 充沙子、本田 律生、大竹 秀幸、氏岡 威史、三好 潤也、小寺 千聡、岸

本 かおり、吉積 貴子：Covid-19 罹患妊婦に対する緊急帝王切開術の経験：第 224

回熊本周産期懇話会：2020.11.18：熊本市 

3 本田 律生：熊本市民病院再建後の 1 年（産科）：第 224 回熊本周産期懇話会：

2020.11.18：熊本市 

3 大竹 秀幸：熊本市民病院再建後の 1 年（婦人科）：第 224 回熊本周産期懇話会：

2020.11.18：熊本市 

 

（論文） 

 1 小寺 千聡、本田 律生、片渕 秀隆：稀少部位子宮内膜症とその管理 頻度、合併

症、悪性化と管理法：臨床婦人科産科：74；620-626：2020 

 

【麻酔科】 

（講演・研修会） 

 1 田代 雅文：治療中断者を出さない痛み患者との付き合い方：Pain Live Symposium 

in 熊本：2020.11.17：Web 



2 田代 雅文：痛みの多元性を知ろう！：令和 2 年度厚生労働省慢性疼痛診療システム

普及・人材養成モデル事業慢性疼痛診療研修会 in 九州：2020.11.15：Web 

 

（学会発表） 

1 樋口 拓志、春田 佳代子、田代 雅文：COVID-19 陽性妊婦における緊急帝王切開

術の麻酔経験：第 71 回福岡小児麻酔カンファレンス：2020.10.4：Web 

2 小寺 厚志：急速に呼吸状態が悪化し、体外式膜型人工肺を導入したが、救命できな

かった呼吸不全の 1 症例：第 4 回日本集中治療医学会関東甲信越支部学術集会：

2020.9.6：Web 

3 田代 雅文：疾病利得を得ている患者には、積極的に“病者の役割”を与えることで回

復が始まる〜痛みにより不登校・プレゼンティーズムを来していた 5 症例について

〜：第 38 回九州ペインクリニック学会：2020.2.15：福岡市 

 

（論文） 

 1 小寺 厚志、井上 由季子、矢津田 麻里、梶原 那美恵、春田 佳代子、樋口 拓

志：余剰麻酔ガス排除装置の弁異常でガス供給不良となった事例：臨床麻酔：44；503-

505：2020 

2 小寺 厚志、井上 由季子、矢津田 麻里、梶原 那美恵、春田 佳代子、樋口 拓

志：五苓散が有効であった緊急帝王切開術後の硬膜穿刺後頭痛の 1 例：臨床麻酔：44；

993-995：2020 

3 小寺 厚志：左心駆出率 25%の患者の S 状結腸憩室穿孔性腹膜炎に対する緊急ハルト

マン手術の麻酔経験：臨床麻酔：44；389-1391：2020 

4 小寺 厚志：巨大卵巣嚢胞手術において、FloTracTM/VigileoTM を用いた麻酔経験：

臨床麻酔：44；1505-1507：2020 

5 Atshsi Kotera：Efficacy of flurbiprofen axetil for preventing postanesthetic shivering in 

patients undergoing gynecologic laparotomy surgeries.：Journal of Anesthesia Clinical 

Reports：6; doi.org/10.1186/s40981-020-00403-x:2020 

6 田代 雅文：複雑性局所疼痛症候群 complex regional pain syndrome (CRPS)：心身医

学用語辞典第３版【電子版】：2020 

 

【看護部】 

（講演・研修会） 

1 若宮 まみ：2020 年度再就業支援研修会：褥瘡予防とケア：2020.6.25：熊本市 

2 村上 春美：新型コロナウイルス感染症対策研修会：新型コロナウイルスについて 

〜感染管理・PPE の着脱・陽性者への対応〜：2020.7.22：熊本市 

4 村上 春美：高齢者施設等への応援派遣に係る感染防止対策研修会：新型コロナウイ



ル ス 感 染 症 に お け る 感 染 防 止 対 策 に つ い て 〜 患 者 受 け 入 れ を 経 験 し て 〜 ：

2020.11.26：熊本市 

 

（学会発表） 

1 若宮 まみ：スキンテアに向き合う〜医療用テープや創傷ドレッシング材の正しい使

い方〜：第 29 回日本創傷・オストミー・失禁学会：2020.7.23-24：Web 

2 河島 美奈子：COVID-19 陽性褥婦の母乳育児支援症例：第 16 回 BFH 施設連絡協議

会：2020.11.15：：Web 

 

【患者サポートセンター】 

（学会発表） 

1 鍬田 晃子：医療的ケア児の育ちを支える地域連携：第 67 回日本小児保健協会学術

集会：2020.11.5：久留米市（Web） 

 

（論文） 

 1 鍬田 晃子：災害時における医療的ケアの必要な子どもと家族のマネジメント：小児

看護：43（6）；709-715：2020 

 

【薬剤部】 

（講演・研修会） 

1 山室 蕗子：熊本県薬剤師会研修会：すべてのステップにおける医療安全〜処方前か

ら使用後まで〜：2020.11.1：熊本市 

2 田中 泉：熊本県薬剤師会フォローアップ研修会：8 疾患における脳神経について：

2020.12.13：熊本市 

 

（学会発表） 

1 吉田 愛、田中 泉､喜多岡 洋樹､田中 由起子､楠本 将裕､橋本 知佳、山室 蕗

子：患者サポートセンターにおける周術期患者への薬学的介入：第 30 回日本医療薬

学会年会：2020.10.24-11.1：Web 

 

（論文） 

1 今村 政信、藤井 裕史、福重 友理、山崎 博史、入江 利行、野中 敏治、室 高

広、喜多岡 洋樹、茂見 茜里、北原 隆志：九州・山口地区の医療機関における

Clostridioides(Clostridium）difficile 感染症の診療に関する実態調査：九州薬学雑誌：

74(1)；49-52：2020 

 2 山室 蕗子：多職種・他部署との連携による薬剤師業務展開：全国自治体病院協議会



雑誌：59(11)；59-62：2020 

 

【中央検査部】 

（学会発表） 

1 斉藤 義治、酒見 祐子、上野 麻由美、浅見河原 恵美、永野 美和、佐藤 幸治、

三角 郁夫、宇宿 弘輝、海北 幸一、辻田 賢一：偽性奇異性血流を認めた一症例：

日本超音波医学会第 30 回九州地方会学術集会：2020.10.4：久留米市（Web） 

  2 酒見 祐子、永野 美和、佐藤 幸治、三角 郁夫、宇宿 弘輝、海北 幸一、辻田

賢一：左室流出路閉塞と心尖部心室瘤を伴う左室中部閉塞の合併例：日本超音波医学

会 第 30 回九州地方会学術集会：2020.10.4：久留米市（Web） 

 

【中央放射線部】 

（講演・研修会） 

 1 廣川 俊介：第 36 回熊本 CT 研究会：一年間、SOMATOM DRIVE を使ってみた！：

2020.10.28：熊本市（Web） 

 2 廣川 俊介：第 1 回 KART 学術セミナー：感染対策について：2020.10.1-31：熊本市

（Web） 

3 續 翔也：第 18 回熊本放射線治療物理・技術研究会：COVID-19 感染対策下での放

射線治療：2020.10.24：熊本市（Web） 


