
学会・研究会発表 

Asia Pacific Orthopaedic Association 2011 8th Annual Meeting 

(1-4/Jun/2011, Gifu, Japan) 

School screening for scoliosis in Niigata city 

Eimori K, Hirano T, Watanabe K, Uchiyama S, Endo N 

14th World conference on lung cancer  

(3-7/July/2011, Amsterdam Netherland) 

Results of surgical resection for second primary lung cancer 

Watanabe T, Hirono T, Motono N, Okada A 

Adenosquamous carcinoma of the lung: Surgical results compared 

with squamous cell and adenocarcinoma 

Maeda H, Matsumura A, Suito T, Kawabata T, Kawashima O, 

Watanabe T, Okabayashi K, Kubota I  

29th International epilepsy congress (28th Aug-1st Sep/2011, Roma, Italy) 

Involvement of chromosomal aberrations in patients with early 

epileptic encephalopathy 

Tohyama J, Saitsu H, Shimojima K, Akasaka N, Ohashi T, 

Kobayashi Y, Yamamoto T, Matsumoto N, Kato M 

Focus detection in intractable epilepsy using 

magnetoencephalography 

 Murakami H, Shirozu H, Masuda H, Kameyama S 

5th Asian Epilepsy Surgery Congress (9-12th Nov/2011, Hong Kong, China) 

MRI-guided stereotactic radio frequency thermocoagulation for 53 

intractable epilepsy patients with hypothalamic hamartoma 

 Murakami H, Shirozu H, Masuda H, Kameyama S 

第 34回日本てんかん外科学会（2011年 1月 20-21日，広島） 

シンポジウム：コントロール不良例から学ぶ；小児てんかん 

  視床下部過誤腫に対する定位温熱凝固術の術後発作転帰不良例の検討 

  増田 浩，村上博淳，亀山茂樹 

シンポジウム：てんかん外科医養成の取り組み 

てんかん外科医が切り札になるために 

亀山茂樹，増田 浩，村上博淳 

 難治性てんかんを伴う視床下部過誤腫に対する低侵襲手術 

  村上博淳，増田 浩，亀山茂樹 

第 5回新潟 NST研究会（2011年 1月 22日，新潟） 



肺炎患者における栄養状態と予後の検討 

早田千紗，鈴木秀範，今井千恵子，狩野哲也，平原 学， 

米山 紅，大橋友里，赤塚妙子，石川富子，杵渕進一， 

齋藤泰晴  

第 16回小児神経症例検討会（蔵王セミナー）（2011年 2月 11-12日，上山) 

大脳形成異常，難治性てんかん，全身の筋力低下等多彩な症状を呈する

1例 

大橋 伯，小林 悠，赤坂紀幸，遠山 潤 

第 26回日本静脈経腸栄養学会（2011年 2月 17-18日，名古屋） 

認知症高齢者の栄養治療に関する意識調査 

米山 紅，赤塚妙子，松村尚之，渡辺百合美，早田千紗， 

平原 学，狩野哲也，高橋 茂，齋藤泰晴，長谷川有香 

第 26回日本環境感染学会（2011年 2月 18-19日，横浜） 

    リンクナース教育の必要性について 

       鈴木潤子 

第 12回国立てんかん外科ネットワーク懇話会（2011年 2月 26日，奈良） 

    てんかん発作観察用紙の検討－観察力向上と情報の共有化にむけて－ 

       風間 剛，細川祐子，溝口佳奈子，森山加奈子，吉浦里香 

傾斜磁場ポトグラフィを用いた発作時MEG解析によるてんかん焦点診

断 

 村上博淳，増田 浩，亀山茂樹 

第 160回日本肺癌学会関東支部会（2011 年 3月 12日，東京） 

術後 6 年目に肝転移が出現し，定位放射線治療を行った腺様囊胞癌の 1

例 

渡辺健寛，本野 望，廣野達彦  

第 51回日本呼吸器学会学術講演会（2011年 4月 22-23日，東京） 

SAS患者の予後と CPAPアドヒアランスの関係 

大嶋康義，梶原大季，坂井邦彦，杵渕進一，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎，中山秀章 

当院における結核性胸壁膿瘍の検討 

     梶原大季，大嶋康義，杵渕進一，松本尚也，桑原克弘， 

宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

医療施設関連肺炎と市中肺炎の栄養評価と予後に関する検討 

杵渕進一，梶原大季，大嶋康義，松本尚也，桑原克弘， 

宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

    MPO-ANCA陽性で呼吸器病変を有する症例の検討 



     齋藤泰晴，梶原大季，大嶋康義，杵渕進一，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，大平徹郎 

慢性肺アスペルギルス症の画像・血清検査と診断・分類・治療経過との

関連の検討 

     桑原克弘，梶原大季，大嶋康義，杵渕進一，松本尚也， 

宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

第 28回日本呼吸器外科学会総会（2011年 5月 12-13日，別府） 

全身麻酔困難な囊胞性肺疾患に対する局所麻酔下囊胞内ドレナージの 

治療成績 

渡辺健寛，本野 望，岡田 英，廣野達彦  

高齢者気胸に対する手術療法の検討 

本野 望，渡辺健寛，廣野達彦  

75歳以上肺癌症例における肺年齢と CCIによる術後合併症のリスク評

価 

     岡田 英，保坂靖子，富樫賢一 

第 52回日本神経学会学術大会（2011年 5月 18-20日，名古屋） 

Machado-Joseph病患者における認知機能障害の評価 

黒羽泰子，長谷川有香，谷 卓，松原奈絵，小池亮子 

    パーキンソン病における認知機能検査と脳血流 SPECTの検討 

松原奈絵, 吉野美穂子, 黒羽泰子, 長谷川有香, 

谷 卓, 小池亮子 

    ALSの長期経過例におけるMRI所見の検討 

谷 卓，黒羽泰子，長谷川有香，松原奈絵，小池亮子 

進行期の多系統萎縮症患者における意思疎通の実際と取り組み 

長谷川有香，黒羽泰子，谷 卓，松原奈絵，小池亮子 

第 52回日本小児神経学会(2011年 5月 26-27日，横浜) 

   限局性皮質形成異常にともなう小児てんかんの検討 

    赤坂紀幸，遠山 潤，大橋 伯，小林 悠，笹川睦男， 

亀山茂樹 

 乳児期発症の early-onset absence epilepsyの 1例 

  小林 悠，大橋 伯，赤坂紀幸，遠山 潤，齋藤伸治 

第 46回 日本理学療法学術大会（2011年 5月 27-29日，宮崎）  

難病デイケアを利用する在宅パーキンソン病患者のPDQ-39と運動機能

の関連 

山田規央，近藤隆春，須貝幸起，大日向真理子，田村幸香， 

長谷川雄司，早川奈緒，宮村 伸，福原 智，小林量作 



COPD 患者における椅子からの立ち上がり動作 10 回テストを用いた下

肢筋力評価の有用性の検討 

長谷川雄司，山田規央，近藤隆春，梶原大季，大嶋康義， 

坂井邦彦，杵渕進一，伊藤 実，中山秀章，齋藤泰晴， 

大平徹郎 

第 53回日本小児神経学会総会（2011年 5月 28日，横浜） 

ヒョレア様の不随意運動をともなうWest症候群症例 

遠山 潤，赤坂紀幸，大橋 伯，小林 悠，齋藤なか， 

熊田聡子，中川栄二，加藤光広 

第 86回日本結核病学会総会（2011年 6月 2-3日，東京） 

結核患者の主観的包括的評価（SGA）による栄養評価と予後に関する検

討 

杵渕進一，梶原大季，大嶋康義，松本尚也，桑原克弘， 

宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

    施設連携により終息した刑事施設における結核集団感染について 

     桑原克弘，大嶋康義，松本尚也，宮尾浩美，齋藤泰晴， 

大平徹郎，山崎 哲 

当院における喀痰胃液以外の検体から検出された非結核性抗酸菌症の

検討 

     梶原大季，大嶋康義，松本尚也，杵渕進一，桑原克弘， 

宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

第 12回日本生体磁気学会（2011年 6月 3-4日，奈良） 

 MEGによる難治性新皮質てんかん焦点の検索 

  村上博淳，白水洋史，増田 浩，亀山茂樹 

第 66回日本呼吸器学会合同北陸地方会(2011年 6月 11-12日, 新潟) 

急速に呼吸不全に陥り，ステロイド治療で軽快した giant cell 

pneumonia の一例 

        大嶋康義，梶原大季，藤田七恵，杵渕進一，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

三学会合同呼吸療法認定士を対象とした新潟呼吸ケアフォーラムの教

育研修活動 

        大平徹郎，中山秀章，吉嶺文俊，小林千穂，瀬崎 学， 

椿 淳裕，福田千恵子  

当院における結核性心外膜炎の検討 

        梶原大季，大嶋康義，藤田七恵，杵渕進一，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 



肺炎患者における主観的包括的評価（SGA）による栄養評価の有用性 

杵渕進一，梶原大季，大嶋康義，藤田七恵，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

神経性食欲不振症を基礎疾患に持つ肺非結核性抗酸菌症の検討 

        桑原克弘，鈴木涼子，藤田七恵，梶原大季，大嶋康義， 

杵淵進一，松本尚也，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

内科からみた肺非結核性抗酸菌症の手術適応と予後 

     桑原克弘，松本尚也，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎， 

渡辺健寛，岡田 英 

人工呼吸器管理下の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者にみられた，上肺優

位の肺病変の 3例 

長谷川有香，黒羽泰子，谷 卓，松原奈絵, 藤田七恵,  

齋藤泰晴, 大平徹郎，小池亮子 

診断に難渋した好酸球性胸水の一例 

        松本尚也，梶原大季，大嶋康義，藤田七恵，杵渕進一， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

当院で経験した肺放線菌症手術例の検討 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦 

一般内科診療所における簡易スパイロメータ（ハイ・チェッカー）を用

いた COPD検診の試み 

     横田樹也，大平徹郎，中山秀章 

健康成人に発症した粟粒結核の一例 

  佐藤 昴，三船大樹，田中淳一，鈴木涼子，坂上拓郎， 

田島俊児，中山秀章，高田俊範，成田一衛，鈴木栄一 

第 34回日本呼吸器内視鏡学会学術集会（2011年 6月 16-17日，浜松） 

診断目的の局所麻酔下胸腔鏡検査の成績 

渡辺健寛，廣野達彦  

第128回日本内科学会信越地方会（2011年6月25日，長野） 

インフルエンザウィルス感染を契機に横紋筋融解症の悪化と改善を繰

り返した 1例 

        大嶋康義，梶原大季，藤田七恵，杵渕進一，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

第 13回日本医療マネジメント学会学術総会（2011年 6月 24-25日，京都） 

   チーム医療推進を身刺した理学療法士の吸引研修 

～開始 2ヶ月後の実施状況～ 

     畑中晴美，山口克子 



第 15回関信ブロック学会（2011年 6月 25-26日，上田） 

溶連菌感染による下腿腫瘍を来した患者の栄養管理の一例 

早田千紗，黒田貴子，鈴木秀範，齋藤泰晴，高橋美徳， 

内山政二 

第 3回関東信越ブロック神経・筋疾患ネットワーク研究会 

（2011年 7月 1日，千葉） 

  若年の脊髄小脳変性症患者における喉頭全摘出後の摂食機能訓練 

   頓所史恵，長谷川有香，黒羽泰子，高橋 茂，庄司妙子 

第 66回関信地区国立病院薬剤師会例会（2011年 7月 2日，東京） 

    West症候群におけるビタミン B6大量療法の副作用について 

     大竹将司 

第 16回日本緩和医療学会（2011年 7月 29-30日，札幌） 

がん性疼痛看護認定看護師がキーパーソンとなる緩和ケアカンファレ

ンスの実績 

     遠藤あゆみ 

   エンゼルケアの実施状況から見えてきた課題 

     遠藤あゆみ 

第 42回国立病院機構肺がん研究会夏期講習会（2011年 8月 27日，福岡） 

第 2癌に対する外科治療成績 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦  

第 30回関東甲信越ブロック理学療法士学会（2011年 9月 3-4日，新潟） 

DBS 術後 1 年経過したパーキンソン病患者における運動機能・健康関

連 QOL及び介護負担感の変化 

宮村 伸，須貝幸起，山田規央，近藤隆春，村上博淳，増田 浩 

在宅パーキンソン病患者における回顧的測定を含めた健康関連 QOL の 

分析 

山田規央，小林量作，近藤隆春 

第 39回国臨協関信支部学会（2011年 9月 3日，東京） 

脳波検査実態調査 -アンケート調査報告- 

土屋邦子 

第 32回関東機能的脳外科カンファレンス（2011年 9月 3日，東京） 

術中MEPを用いたローランド領域近傍のてんかん外科治療について 

白水洋史，増田 浩，村上博淳，柿田明美，高橋 均， 

亀山茂樹 

第 10回神経内科懇話会 (2011年 9月 12日，新潟) 

50歳発症のポストポリオ症候群と診断され，経過観察中に，進行性の四



肢筋力低下と呼吸不全を来した 77歳男性剖検例 

黒羽泰子，長谷川有香，谷 卓，松原奈絵，小池亮子 

第 37回日本重症心身障害学会学術集会（2011年 9月 29-30日，徳島） 

歯肉出血のある重症心身障害者への，歯間ブラシを併用した口腔ケアの

効果 

   吉澤勝博，古俣たえ子，武田さゆり 

  重症心身障害児（者）の手指の保湿効果を高めるスキンケアについて 

   井田 恵，飯塚幸子，深澤真一，瀧澤千香子，小出初恵 

第 206回新潟整形外科研究会（2011年 10月 1日, 長岡） 

肺炎球菌による成人化膿性股関節炎の 1例 

榮森景子，内山政二，高橋美徳 

第 5回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス（2011年 10月 6-8日，東京） 

DBS前後における家族の介護負担感の変化について 

須貝幸起，宮村 伸，山田規央，近藤隆春，増田 浩， 

村上博淳 

第 45回日本てんかん学会（2011年 10月 6-7日，新潟） 

シンポジウム：診断・治療のゴールドスタンダードを求めて 

内側側頭葉てんかんの術前診断，どこまで検査が必要か？：簡略化すべ

きでない 

  増田 浩，村上博淳，白水洋史，亀山茂樹 

微小な視床下部過誤腫を認めた小児例 

     大橋 伯，小林 悠，赤坂紀幸，遠山 潤，村上博淳， 

白水洋史，増田 浩，亀山茂樹 

高齢者のてんかん外科手術が実施された 3例 

笹川睦男，増田 浩，村上博淳，白水洋史，亀山茂樹 

Eloquent area 近傍にてんかん原性を持つ難治性てんかんに対する手術

戦略における術中MEPの役割について 

白水洋史，増田 浩，村上博淳，柿田明美，高橋 均， 

亀山茂樹 

West症候群におけるビタミン B6大量療法の副作用について 

     大竹将司，加藤由起子，平岡潤也，狩野哲也，関川 敬， 

平林利康，齊藤真一郎，赤坂紀幸，遠山 潤 

東日本大震災・復興に向けて NHO（国立病院機構）の初期活動岩手県

山田町現地レポート 

関川 敬 

 発作時ビデオ脳波検討会 



小児てんかん症候群  遠山 潤，赤坂紀幸 

成人てんかん  笹川睦男 

頭蓋内脳波  増田 浩，村上博淳 

 視床下部過誤腫に伴う難治性てんかんに対する定位温熱凝固術 

  村上博淳，白水洋史，増田 浩，亀山茂樹 

てんかん支援ホットラインの活動報告とこれからの展望 

  小出泰道，芹田里美，久保田英幹，高橋幸利，笹川睦男， 

中里信和，井上有史 

第 65回国立病院総合医学会（2011年 10月 7-8日, 岡山） 

人工呼吸器管理下の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者にみられた，上位優

位の肺病変 

長谷川有香，黒羽泰子，谷 卓，松原奈絵，藤田七恵,  

齋藤泰晴, 大平徹郎, 小池亮子 

てんかん発作観察用紙の検討―てんかん発作観察用紙活用の効果― 

     溝口佳奈子，風間 剛，森山加奈子，親松光子 

   胃瘻周囲の皮膚トラブルへの取り組み 

―清拭とワセリンを用いたケアの効果― 

   長谷部由香，吉田千鶴，渡邉香奈，及川志乃，杉山学子 

   転倒・転落の体験における看護師の認識と行動に関する調査 

     関 悟，赤塚妙子，渡辺百合美，小林和加子 

地域 DOTSへのスムーズな移行のため保健師と看護師との連携強化に

ついて～保健師の意識の変化から～ 

    皆川祐美，横山明美，野村朋美，中澤美恵子 

第 70回日本脳神経外科学会総会学術総会（2011年 10月 12-14日，横浜） 

腫瘍性病変関連難治性てんかんに対するてんかん外科治療 

白水洋史，増田 浩，村上博淳，柿田明美，高橋 均， 

亀山茂樹 

 難治性てんかんを伴う視床下部過誤腫に対する定位温熱凝固術 

  村上博淳，白水洋史，増田 浩，亀山茂樹 

第18回新潟抗酸菌・気道感染研究会（2011年10月14日，新潟） 

残存病を有する肺 NTM症手術例の予後〜内科からみた手術適応につい

て〜 

        桑原克弘，鈴木涼子，藤田七恵，梶原大季，杵渕進一， 

松本尚也，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎，渡辺健寛， 

岡田 英 

第 9回新潟パーキンソン病治療研究会（2011年 10月 14日，新潟） 



パーキンソニズムの鑑別におけるMRI磁化率強調画像の有用性の検討 

谷 卓，黒羽泰子，長谷川有香，松原奈絵，小池亮子 

第 36回日本睡眠学会定期学術集会（2011年 10月 14-16日，京都） 

他の医療機関紹介後の閉塞型睡眠時無呼吸症候群患者の予後について

の検討 

大嶋康義，土田昌美，土屋邦子，梶原大季，鈴木涼子， 

杵渕進一，齋藤泰晴，大平徹郎，中山秀章 

第 50回日本臨床細胞学会秋季大会（2011年 10月 22-23日，東京） 

切除肺で確認された子宮体癌孤発性気管支腔内転移の一例 

森田千穂 

第 45回日本側弯症学会（2011年 10月 26-27日，久留米） 

新潟市における側弯症学校検診の現状と問題点 

榮森景子，平野 徹，渡辺 慶，内山政二，遠藤直人 

第 52回日本肺癌学会総会（2011年 11月 3-4日，大阪） 

異時性肺多発癌—第 2癌に対する手術成績 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦 

胸腔内洗浄細胞診陽性の肺腺癌症例と細胞亜型との関連性 

岡田 英，廣野達彦，渡辺健寛  

高齢者（80歳以上）肺癌に対する外科治療の安全性と治療成績 

大和 靖，小池輝明，吉谷克雄，斎藤正幸，土田正則， 

渡辺健寛，金沢 宏，諸 久永，富樫賢一，小屋敷剛， 

吉井新平，青木 正，岩田輝男 

腺扁平上皮癌手術症例の予後因子の検討—腺癌・扁平上皮癌との比較 

前田 元，松村晃秀，川畑 勉，水渡哲史，川島 修， 

渡辺健寛，岡林 寛，久保田伊知郎 

第 21回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 

（2011年 11月 3-4日，松本） 

間質性肺炎死亡例における終末期医療の検討 

杵渕進一，梶原大季，鈴木涼子，大嶋康義，藤田七恵， 

松本尚也，桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

訪問看護ステーションへの呼吸リハビリテーションに関する実態調査

～地域連携への取り組みに向けて～ 

長谷川雄司，山田規央，近藤隆春，伊部まりこ，横村信子， 

梶原大季，大嶋康義，杵渕進一，齋藤泰晴，大平徹郎 

一般内科診療所における簡易スパイロメータ（ハイ・チェッカー）を用

いた COPD検診の試み 



     横田樹也，中山秀章，大平徹郎，鈴木栄一  

第 15回日本小児神経学会甲信越地方会（2011年 11月 5-6日，安曇野） 

二相性けいれんと遅発性拡散低下を呈する急性脳症に類似した経過を

たどった 4p-症候群に伴うけいれん重積の 1例 

     大橋 伯，小林 悠，赤坂紀幸，遠山 潤 

第 129回内科学会信越地方会(2011年 11月 5日，新潟) 

シクロフォスファミド大量静注が，間質性肺炎と筋力低下に著効した悪

性関節リウマチ（MRA）の 1例 

黒羽泰子，長谷川有香，谷 卓，松原奈絵，小池亮子， 

大平徹郎，齋藤泰晴 

第 52回下越内科集談会（2011年 11月 18日，新潟） 

   当院における胸膜悪性中皮腫の検討 

     藤田七恵，鈴木涼子，梶原大季，杵渕進一，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

第 33回新潟てんかん懇話会（2011年 11月 19日，新潟） 

 当院における最初の迷走神経刺激療法症例 

  増田 浩，白水洋史，村上博淳，亀山茂樹，笹川睦男 

第 8回新潟睡眠呼吸障害研究会（2011年 11月 19日，新潟） 

西新潟中央病院における睡眠時無呼吸症候群患者の予後調査の結果と

課題 

     大嶋康義 

イーケプラ発売 1周年記念講演会（2011 年 11月 26日，新潟） 

 難治性てんかんに対する Levetiracetam の使用経験 

  増田 浩，白水洋史，村上博淳，亀山茂樹，笹川睦男 

第 67回日本呼吸器学会合同北陸地方会（2011年 11月 26-27日，富山） 

間質性肺炎終末期におけるオピオイドおよび鎮静薬の使用経験 

杵渕進一，梶原大季，鈴木涼子，藤田七恵，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

当院の在宅酸素療法患者の現状 

     梶原大季，鈴木涼子，藤田七恵，杵渕進一，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

ゲフィニチブ使用後に際増悪した非小細胞肺癌症例に対するエルロチ

ニブ療法の有益性    

     松本尚也，鈴木涼子，梶原大季，藤田七恵，杵渕進一， 

宮尾浩美，桑原克弘，齋藤泰晴，大平徹郎 

    当院における胸膜悪性中皮腫の検討 



     藤田七恵，鈴木涼子，梶原大季，杵渕進一，松本尚也， 

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

第 207回新潟整形外科研究会（2011年 11月 27日, 新潟） 

骨は眠らず－重症心身障害者の骨動態 

榮森景子，内山政二，高橋美徳 

第 272回新潟外科集談会(2011年 12月 3日，新潟) 

当院で気胸の手術を行った Birt-Hogg-Dube症候群の 2症例 

岡田 英，渡辺健寛 

第 24回新潟在宅呼吸療法研究会総会（2011 年 12月 10日，新潟） 

訪問看護ステーションへの呼吸リハビリテーションに関する実態調査

～地域連携への取り組みに向けて～ 

長谷川雄司，山田規央，近藤隆春，伊部まりこ，横村信子， 

梶原大季，大嶋康義，杵渕進一，齋藤泰晴，大平徹郎 

第 22回日本小児整形外科学会 (2011年 12月 9-10日，京都) 

School screening for scoliosis in Niigata city 

Eimori K, Hirano T, Watanabe K, Uchiyama S, Endo N 

 

 

 


