
学会・研究会発表 

（国際学会） 

The 9th Asia Oseanian Epilepsy Congress (2012/3/21-25, Manila, Philippines) 

A rational surgery for hypothalamic hamartoma: Ictogenesis and 

symptomatogenesis of gelastic seizures  

Kameyama S, Murakami H, Masuda H, Shirozu H 

MRI-guided stereotactic radiofrequency thermocoagulation for 53 

intractable epilepsy patients with hypothalamic hamartoma：analysis 

of patients with residual seizures 

   Murakami H 

The 12th International Child Neurology Congress (2012/5/27-6/1, Brisbane, 

Austraria) 

Mosaic duplication of FOXG1 may cause West syndrome 

Tohyama J, Yamamoto T, Hosoki K, Akasaka N,  

Ohashi T, Kobayashi Y, Shinji Saitoh 

The SLEEP 2012 26th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep 

Societies (2012/6/12, Boston, USA) 

    Background characteristic in obstructive sleep apnea patients 

with auto-adjusting CPAP by the grading system 

Y.Ohshima, S.Hokari, H.Nakayama, T.Ohdaira, 

T.Takada, I.Narita  

The 18th International Conference on Biomagnetism (2012/8/26-30, Paris, 

France) 

 Ictal gradient magnetic-field topography for intrantable epilepsy 

   Murakami H 

Golden jubilee congress of the Asia pacific orthopaedic association  

(2012/10/3-6, New Delhi, India) 

Bone metabolism in patients with severe motor and intellectual 

disability 

Eimori K, Endo N, Uchiyama S, Takahashi Y 

 

 

 

  



（国内学会） 

第 35回日本てんかん外科学会 (2012 年 1月 19-20日，東京) 

 視床下部過誤腫によるてんかんは真の難治性てんかんか？ 

   村上博淳 

海馬硬化および腫瘍性病変による内側側頭葉てんかんにおけるてんか

ん原性の違い 

白水洋史，村上博淳，増田 浩，柿田明美，高橋 均，

亀山茂樹 

結節性硬化症による難治てんかんの外科治療 

増田 浩，白水洋史，村上博淳，亀山茂樹 

第 51回日本定位機能神経外科学会（2012年 1月 20-21 日，東京） 

頚部ジストニアに対する，A 型ボツリヌス毒素・反復経頭蓋磁気刺激併

用療法の効果 

増田 浩，白水洋史，村上博淳，亀山茂樹 

 DBSは患者家族の介護負担を軽減したか？ 

Have DBS relieved the families of Parkinson's disease patients from 

their cares? 

   村上博淳 

両側 GPi-DBSにより改善を認めた遅発性口顎ジストニアの 1例 

白水洋史，増田 浩，村上博淳，亀山茂樹 

第 6回新潟 NST 研究会（2012年 1 月 22日，新潟） 

NST加算を算定して 

名和千紗  

第 3回 JEPICC ワークショップ(2012 年 1月 28-29日，京都) 

症例報告：新薬の血中濃度 

笹川睦男 

第 27回日本環境感染学会（2012年 2月 3-4日，福岡)  

感染対策マークを使用した感染経路別予防策周知への取り組み 

       桑原克弘，鈴木潤子 

第 48回新潟心理学会（2012年 2月 19日，新潟） 

てんかんの外科治療後に発作の抑制と認知機能の改善をみながら適応

困難を示した 3例の考察 

        吉野美穂子 

第 27回日本静脈経腸栄養学会（2012 年 2月 23-24日，神戸） 

 亜鉛製剤投与により低銅性骨髄抑制を来した3症例 



早田千紗，米山紅，松村尚之，渡邉百合美，赤塚妙子，

狩野哲也，長谷川有香，杵渕進一，齋藤泰晴 

結核患者における栄養状態と入院期間に関する検討 

杵渕進一，早田千紗，米山 紅，赤塚妙子，松村尚之， 

渡邉百合美，狩野哲也，高橋 茂，長谷川有香， 

齋藤泰晴 

第 200回日本神経学会関東・甲信越地方会（2012年 3 月 2日，東京） 

易疲労性，筋痛，筋力低下で発症し，T3271C 点変異を有するミトコンド

リア病の 18歳女性例 

黒羽泰子，長谷川有香，谷 卓，松原奈絵，小池亮子 

第 158回日本胸部外科学会関東甲信越地方会（2012年 3月 3日，東京） 

部分肺静脈還流異常を合併した、先天性気管支閉鎖症の成人の１手術例 

岡田 英，渡辺健寛 

第 23回てんかん治療研究振興財団研究報告会(2012年 3月 9日，大阪) 

 TULIP1 遺伝子の脳形成における働きとてんかん症状との関わり 

山本俊至，下島圭子，島田姿野，菅原みどり，蒋池勇太，

遠山 潤，今井克己，小国弘量 

第 163回日本肺癌学会関東支部会（2012年 3月 10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嚢胞癌の 1例 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦 

第 42回新潟小児神経研究会(2012 年 3月 10日，新潟) 

発作減少にウイルス感染が関与したと考えられる滑脳症に伴う West 症

候群の 1例 

大野 武, 馬場恵史，林 雅子，星名 潤，齋藤なか 

   意識消失発作の精査目的で当科を受診した難聴のある 7歳女児例 

赤坂紀幸，小林 悠，大橋 伯，遠山 潤，羽二生尚訓，

渡辺健一，沼野藤人，鈴木 博 

第 35回日本小児遺伝学会総会（2012年 4月 19日，久留米） 

MECP2領域の微細欠失による Congenital variant Rett 症候群 

遠山 潤，大橋 伯，小林 悠，赤坂紀幸 

第 52回日本呼吸器学会学術講演会（2012年 4月 20-22 日，神戸） 

    安定期 COPD患者における SGAによる栄養評価と呼吸機能の検討 

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  

    非結核性抗酸菌症と考えられた若年症例の検討 

鈴木涼子，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 

神経性食思不振症に合併した非結核性抗酸菌症にみられた肺構造の破

壊と臨床的検討 

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 

    SAS患者における Auto-adjusting CPAP の効果判定 PSG検査の検討 

      大嶋康義，穂苅 諭，梶原大季，松本尚也，杵渕進一， 

大平徹郎，中山秀章，高田俊範，鈴木栄一，成田一衛 

    非結核性抗酸菌症（NTM）が検出された間質性肺炎（IP）症例の検討 

齋藤泰晴，梶原大季，鈴木涼子，藤田七恵，杵渕進一，

桑原克弘，松本尚也，宮尾浩美，大平徹郎 

    当院の在宅酸素療法患者の睡眠薬内服状況 

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 

第 19回新潟心臓血管肺手術手技研究会（2012年 4月 21 日，新潟） 

当院で行っている完全鏡視下肺葉切除術 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦 

第 27回｢てんかんの精神症状と行動｣研究会（2012年 4 月 21日，東京） 

強迫的飲水による水中毒に基づく全身けいれんをみた広範性発達障害

の 1例 

笹川睦男，藤田七恵，白水洋史 

第 87回日本結核病学会総会（2012 年 5月 10-11日，広島） 

    残存病変を有する肺非結核性抗酸菌症手術例の予後 

      桑原克弘，松本尚也，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

    副腎皮質ステロイド投与に関連した結核症例の検討 

杵渕進一，梶原大季，松本尚也，桑原克弘，宮尾浩美，

齋藤泰晴，大平徹郎 

    高齢者結核の入院実態調査 

豊田恵美子，藤内 智，斎藤武文，大平徹郎，小川賢二，

多田敦彦，重藤えり子，松本常男，阿部聖裕，川畑政治 

  内科からみた非結核性抗酸菌症の手術適応と予後 

桑原克弘，梶原大季，杵渕進一，松本尚也，宮尾浩美， 

齋藤泰晴，大平徹郎 

第 211回日本小児科学会新潟地方会（2012年 5月 12日，新潟） 

    年少重症児の在宅治療を経験して 

        大橋 伯，大野 武，小林 悠，赤坂紀幸，遠山 潤 



第 54回日本小児神経学会総会（2012 年 5月 17-19日，札幌） 

微小な視床下部過誤腫を認めた 2小児例． 

        大橋 伯，小林 悠，赤坂紀幸，遠山 潤 

第 29回日本呼吸器外科学会総会（2012年 5月 17-18日，秋田） 

自然気胸後に遺伝子解析で診断された Birt-Hogg-Dubé 症候群の 3例 

   岡田 英，廣野達彦，渡辺健寛 

両側肺病変を有する進行した肺非結核性抗酸菌症に対する外科治療成

績 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦 

第68回日本呼吸器学会等合同北陸地方会（2012年5月19-20日，金沢） 

    当院における若年性肺気腫の検討 

杵渕進一，木村夕香，梶原大季，鈴木涼子，松本尚也，

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

    当院におけるピルフェニドン使用症例の検討 

梶原大季，木村夕香，鈴木涼子，杵渕進一，松本尚也，

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

慢性気道病変として経過観察中に MPO-ANCA が陽転し，顕微鏡的多発血

管炎への移行が疑われた 1 例 

若杉尚宏，杵渕進一，木村夕香，梶原大季，鈴木涼子，

松本尚也，桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

両側多発スリガラス濃度上昇を呈し，低異型度影肺 MALTomaが疑われた

1例 

木村夕香，張 仁美，清水 崇，手塚貴文，伊藤和彦，

塚田弘樹，橋立英樹，森山寛史 

第 53回日本神経学会学術大会（2012 年 5月 22-25日，東京） 

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 

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 

長谷川有香, 黒羽泰子, 谷 卓, 松原奈絵, 齋藤泰晴, 

藤田七恵, 大平徹郎, 菊川公紀, 小池亮子 

上位運動ニューロンの組織変性が下位のそれに比し高度であった ALS剖

検例の検討 

他田真理，柿田明美，志賀 篤，黒羽泰子，小池亮子，

樋口真也 森 茂，付 永娟，豊島靖子，小柳清光， 

西澤正豊，高橋 均 



神経難病患者の在宅療養を支える専門職のかかえる課題 

小池亮子，黒羽泰子，長谷川有香，谷 卓，松原奈絵 

野水伸子，広井雪絵，西澤正豊 

第 108回日本精神神経学会（2012 年 5月 24-26日，札幌） 

 シンポジウムてんかん診療の最前線(関連学会：日本てんかん学会)  

てんかんと社会資源 

笹川睦男 

第 47回日本理学療法学術大会（2012年 5月 25-27日，神戸）  

脳深部刺激療法介入によるパーキンソン病患者の健康関連 QOLの変化 

～事前測定，事後測定，回顧的測定での比較～ 

山田規央，小林量作，近藤隆春，増田 浩，村上博淳， 

白水洋史，亀山茂樹 

第 27回日本生体磁気学会（2012年 5月 31日−6月 1日，東京） 

頭蓋内脳波同時記録による傾斜磁場トポグラフィー（GMFT）解析の信頼

性の検証 

白水洋史，村上博淳，増田 浩，橋詰 顕，亀山茂樹 

第130回日本内科学会信越地方会（2012年6月2日，新潟） 

再発小細胞肺癌 Refractory relapse 症例に対するアムルビシン（AMR）

単剤療法の有効性 

松本尚也，鈴木涼子，梶原大季，藤田七恵，杵渕進一，

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

    肺原発が疑われた悪性黒色腫の一切除例 

木村夕香，小泉 健，張 仁美，清水 崇，手塚貴文，

伊藤和彦，塚田弘樹，橋立英樹，澁谷宏行 

第 159回日本胸部外科学会関東甲信越地方会（2012年 6月 2日，大宮） 

肺アスペルギルス症術後 10 年目の再燃に対して残存肺全摘術を施行し

た 1例 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦 

神経難病ネットワーク （2012年 6月 8日，箱根） 

 療養介護事業所における療養介助員の業務手順の取り組み 

   五十嵐そら，池田 悠，五十嵐友美 

第 40回日本小児神経外科学会（2012 年 6月 7-8日，岡山） 

小児期発症脳腫瘍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，村上博淳，増田 浩，柿田明美，高橋 均，

亀山茂樹 

第 109回東北整形災害外科学会（2012 年 6月 22-23日，盛岡） 



頚髄損傷後の不快な痙性に対する バクロフェン髄液内注入の経験 

榮森景子，内山政二，高橋美徳 

第 2回東北小児整形外科研究会（2012 年 6月 23-24日, 盛岡） 

特発性片側下腿外旋変形の 1例 

榮森景子，内山政二, 高橋美徳，平野 徹 

第 6回日本てんかん学会関東甲信越地方会（2012年 6 月 23日，東京） 

3世代の遺伝子検査により de novoであった ADNFLE の 1家系 

笹川睦男，倉橋宏和，米谷美奈子，廣瀬伸一 

新潟県臨床心理士会講座（2012年 6月 24日，新潟） 

臨床に活かす–神経心理学的評価入門–「てんかんと片麻痺を持つ 11 歳

女児の WISC-III」事例提供 

吉野美穂子 

第 37回日本睡眠学会定期学術集会（2012年 6月 28-30 日，横浜） 

当院における鼻腔通気度検査と PSG検査の検討 

土田昌美，霜田由美子，菊間伸二，山本直樹，土屋邦子，

梶原大季，鈴木涼子，杵渕進一，大平徹郎 

SAS患者における Auto-adjusting CPAPの効果判定 PSG検査と CPAP内部

データの検討 

大嶋康義，穂苅 諭，梶原大季，杵渕進一，大平徹郎，

中山秀章，高田俊範，鈴木栄一，成田一衛  

第53回 日本神経病理学会総会学術研究会（2012年6月28-30日，新潟） 

上位運動ニューロンの組織変性が下位のそれに比し高度であったALS 

剖検例の検討 

他田真理，柿田明美，志賀 篤，黒羽泰子，小池亮子，

樋口真也，森 茂，付 永娟，豊島靖子，小柳清光， 

西澤正豊，高橋 均 

新潟リハビリテーション研究会定例勉強会（2012年 7 月 2日，新潟） 

パーキンソン病患者における脳深部刺激療法介入による健康関連 QOLの

変化 

山田規央，小林量作，近藤隆春，増田 浩，村上博淳， 

白水洋史，亀山茂樹 

第 110回新潟臨床放射線学会(2012 年 7月 7日, 新潟) 

肺癌の MRI 

安住利恵子，楚山真樹 

第 13回肺ドック研究会(2012年 7 月 14日, 新潟) 

肺癌の MRI 



安住利恵子，楚山真樹 

第 41回呼吸器病理研究会（2012年 8月 18日，札幌） 

 橋本病の治療中に上肺優位のすりガラス陰影と嚢胞形成を見た症例  

齋藤泰晴，大橋瑠子 

子どもの睡眠障害講演会(2012年 8 月 24日，新潟) 

   新潟県の子どもの睡眠障害－今後の課題 

      赤坂紀幸，相澤直孝，河野正己 

第53回人間ドック学会学術集会（2012年9月1-2日，東京） 

人間ドックにおける睡眠時無呼吸症候群（SAS）スクリーニング検査の

意義について  

三間 聡，加藤公則，小林隆司，小林篤子，松井美穂子，

若井有子，佐藤幸示，野沢幸男，笹川 力，大平徹郎 

第 36回新潟肺癌研究会総会（2012 年 9月 8日，新潟） 

完全鏡視下肺葉切除術の低侵襲性 

岡田 英，廣野達彦，渡辺健寛 

第 6回大阪呼吸器シンポジウム（2012 年 9月 13-14日，大阪） 

外科的肺生検を行った IIP 症例（症例呈示） 

齋藤泰晴 

第 14回日本骨粗鬆症学会(2012年 9月 27-29日, 新潟) 

重症心身障害者の骨折予防に向けて 

榮森景子，内山政二, 高橋美徳，遠藤直人 

第 38回日本重症心身障害学会学術集会（2012年 9月 29 日，東京） 

  重症心身障害児(者）への歯間ブラシを用いた口腔ケアの効果 第 2報 

飯塚幸子，三村元子 

筋緊の強い重症心身障害者への音楽療法を用いた筋緊張緩和への検証 

       馬場奈津子，桑原えりか，小出初恵 

第 46回日本てんかん学会（2012年 10月 11-12日，東京） 

A surgical case of non-lesional frontal lobe epilepsy with scattered 

ECD on interictal MEG and focal onset on ictal MEG. 

Shirozu H，Murakami H，Masuda H，Kameyama S 

難治性てんかんを伴う視床下部過誤腫に対する低位温熱凝固術の知

能・発達への影響 

   村上博淳 

ポストコングレスワークショップ「コメディカルのためのてんかん講座」 

   村上博淳 

脳磁図−頭蓋内脳波同時記録からみた傾斜磁場トポグラフィ（GMFT）と



てんかん活動の関係 

白水洋史，村上博淳，増田 浩，伊藤陽祐，橋詰 顕，

亀山茂樹 

悪性ローランド・シルビウスてんかんの 1例 

大野 武，小林 悠，大橋 伯，赤坂紀幸 ，遠山 潤，  

村上博淳，増田 浩，亀山茂樹，清水 宏，柿田明美 

小児の内側側頭葉てんかんに対する外科治療 

増田 浩，村上博淳，白水洋史，伊藤陽祐，亀山茂樹，

遠山 潤，赤坂紀幸，大橋 伯，小林 悠，大野 武，

柿田明美，高橋 均 

 教育セミナー1 症候学・Video Session 

 てんかん発作の分類と代表的なてんかん発作の見方 

笹川睦男 

発作ビデオ検討会 

笹川睦男，遠山 潤，赤坂紀幸，増田 浩，村上博淳 

第 6回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス（2012 年 10月 11-13日，京都） 

PD患者の入浴関連動作における血圧変動について 

須貝幸起，宮村 伸，山田規央，川上 司，近藤隆春 

常染色体劣性若年性パーキンソン病(ARJP/PARK2)の高度ジスキネジア

に対し，L-dopa単剤への変更が有効だった 1例 

長谷川有香, 黒羽泰子, 谷 卓, 松原奈絵, 下畑享良, 

村田美穂, 小池亮子 

パーキンソン病における camptocormia についての臨床像・治療反応性

の検討＝多施設共同研究＝ 

中根俊成，福留隆泰，犬飼 晃，尾田宣仁，黒田健司，

塩屋敬一，鈴木幹也，園田至人，谷 卓，千田圭二， 

津田丈秀，長谷川一子，舟川 各，溝口功一，吉岡 勝，

浦崎永一郎，松尾秀穂 

第 71回日本脳神経外科学会総会（2012年 10月 17-19 日，大阪） 

ローランド領域近傍のてんかん外科における術中 MEPによる運動野マッ

ピング・モニタリングの重要性 

白水洋史，村上博淳，増田 浩，伊藤陽祐，亀山茂樹 

第 65回日本胸部外科学会定期学術集会（2012年 10月 17-20日，福岡） 

肺非結核性抗酸菌症に対する外科治療成績 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦 

E0, PLC(+)肺癌の予後に関する検討 



橋本毅久，小池輝明，斎藤正幸，渡辺健寛，金沢 宏， 

諸 久永，富樫賢一，大和 靖，古屋敷 剛，吉井新平， 

青木 正，岩浪崇嗣，佐藤征二郎，小池輝元，土田正則 

間質性肺炎合併非小細胞肺癌症例に対する肺切除の術式による成績 

比較 

小池輝元，佐藤征二郎，橋本毅久，渡辺健寛，吉谷克雄，

小池輝明，土田正則 

第 67回新潟画像医学研究会（2012 年 10月 20日，新潟） 

頭部 MRI 造影 FLAIR法が有用であった結核性髄膜炎の一例 

若杉尚宏，黒羽泰子, 長谷川有香，谷 卓，松原奈絵，

小池亮子，桑原克弘，安住利恵子 

第 34回新潟てんかん懇話会(2012 年 10月 27日，新潟) 

   てんかん専門医に紹介するタイミング 

      赤坂紀幸 

 教育セッション 抗てんかん薬で遭遇する副次的効果 

笹川睦男 

第 46回日本側弯症学会（2012年 10 月 31日－11月 1日，神戸） 

10歳未満の小児上位頸椎病変に対する後方矯正固定術の治療成績 

渡辺 慶，平野 徹，佐野敦樹，勝見敬一，遠藤直人， 

長谷川和弘，内山政二 

早期発症側弯症の手術治療成績 

平野 徹，渡辺 慶，長谷川和弘，内山政二 

第19回新潟抗酸菌・気道感染研究会（2012年11月2日，新潟） 

    ベータラクタム薬が有効であった多剤耐性結核 

桑原克弘，宮尾浩美，木村夕香，清水 崇，杵渕進一，

松本尚也，齋藤泰晴，大平徹郎 

第 10回新潟パーキンソン病治療研究会（2012年 11月 2日，新潟） 

脳深部刺激療法介入による健康関連 QOLの変化 

～回顧的測定（Then test）を含めた評価～ 

山田規央，増田 浩，村上淳博，白水洋史, 小林量作， 

近藤隆春，亀山茂樹 

第 69回日本呼吸器学会等呼吸器合同北陸地方会（2012 年 11月 3-4日，福井） 

    まれな真菌症 肺ゲオスミチア（Geosmithia）症の一例 

桑原克弘，宮尾浩美，木村夕香，清水 崇，杵渕進一，

松本尚也，齋藤泰晴，大平徹郎 

    結核性胸膜炎診断における胸水 QFT-gold検査の有用性 



清水 崇，桑原克弘，木村夕香，杵渕進一，松本尚也，

宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

橋本病の経過中にのう胞形成を伴い巨細胞性 IP に類似の組織像を呈し

た一例 

木村夕香，清水 崇，杵渕進一，松本尚也，桑原克弘，

宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎，大橋瑠子 

    当院における高齢者進行非小細胞肺癌の治療実態 

松本尚也，鈴木涼子，清水 崇，木村夕香，杵渕進一，

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

    呼吸器科女性医師支援に関する取り組みの現状 

      大平徹郎，早稲田優子，駒瀬裕子 

第 16回日本小児神経学会甲信越地方会（2012年 11月 3-4日，北杜） 

前頭葉てんかん様の発作をきたした頭頂葉てんかんの 1例 

大野 武, 大橋 伯, 赤坂紀幸, 遠山 潤, 白水洋史, 

村上博淳, 増田 浩, 亀山茂樹 

第 53回日本肺癌学会総会（2012年 11月 8-9日，岡山） 

cT1N0M0 非小細胞肺癌手術症例のリンパ節転移に関する解析－新潟呼吸

器外科研究グループ肺癌登録の解析より－ 

岡田 英，廣野達彦，渡辺健寛，齋藤正幸，小池輝明，

土田正則，富樫賢一，古屋敷剛，青木 正，岩浪崇嗣，

吉井新平，金沢 宏 

腫瘍型と術前確定診断—新潟呼吸器外科研究グループ肺がん登録の解析 

渡辺健寛，岡田 英，廣野達彦，小池輝明，齋藤正幸，

土田正則，富樫賢一，古屋敷剛，青木 正，岩浪崇嗣，

吉井新平，金沢 宏 

新潟県における 2006年肺癌手術症例の予後解析 

岩浪崇嗣，齋藤正幸，土田正則，小池輝明，渡辺健寛，

金沢 宏，富樫賢一，古屋敷剛，吉井新平，青木 正  

超高齢者（85歳以上）肺癌に対する外科治療成績 

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， 

古屋敷剛，吉井新平，青木 正，岩浪崇嗣 

第 42回日本臨床神経生理学会学術大会（2012年 11月 8-10日，東京） 

運動野近傍のてんかん原性領域に対するてんかん外科における術中 MEP

の活用 

白水洋史，村上博淳，増田 浩，伊藤陽祐，笠原 淳，



山田健一郎，亀山茂樹 

第 9回新潟睡眠呼吸障害研究会（2012 年 11月 10日，新潟） 

NPO法人新潟睡眠障害を考える会設立 10周年記念事業「新潟 SKIP (Save 

Kid’s Sleep)プロジェクト」と子どもを取りまく睡眠関連諸問題 

大平徹郎，篠田秀夫，中山秀章，河野正己，相澤直孝,

赤坂紀幸 

第 54回日本先天代謝異常学会総会（2012年 11月 15-17 日，岐阜） 

mtDNA T9176C変異のみられた，遅発型 Leigh脳症の 2例 

遠山 潤，赤坂紀幸，大橋 伯，小林 悠，大野 武，

西野一三，後藤雄一 

第66回国立病院総合医学会（2012年11月16-17日，神戸） 

 シンポジウム：NSTのさらなる発展のために 

 NST活動が当院にもたらしたもの 

   齋藤泰晴 

パーキンソン病患者における，視床下核脳深部刺激法（STN-DBS）後の

体重変化についての検討 

名和千紗，長谷川有香，黒羽泰子，谷 卓，松原奈絵， 

小池亮子，白水洋史，村上博淳，増田 浩，須貝幸起， 

宮村 伸，齋藤泰晴 

重症心身障害者の骨折予防に向けて 

榮森景子，内山政二，高橋美徳，遠藤直人 

進行期の多系統萎縮症患者における臨床像と頭部 MRI，脳血流 SPECT，

脳波との関係について 

長谷川有香, 黒羽泰子, 谷 卓, 松原奈絵, 小池亮子 

てんかん発作観察用紙の改良を行って－発作観察用紙を用いた情報の

共有を目指して－ 

佐藤 徹，中村奈保美，本望美恵子，森山加奈子， 

親松光子 

  胃瘻周囲の皮膚トラブルに対するスキンケアの再検討 

        渡辺香奈，岩渕沙緒里，神田雪枝 

神経難病ケアに関わる看護師の心理状態の特徴－外科と神経内科を比

較して－ 

         八幡亮子，本間富美子，竹之内清美 

口腔内環境の改善に向けた，口腔ケアアセスメント表・計画書の導入を

試みて」 

        米山 紅， 小林容子，大滝朱里，遠藤あゆみ， 



小林和加子 

第 53回下越内科集談会（2012年 11 月 16日，新潟） 

腸管穿孔に引き続き，枯草菌（Bacillus subtilis）による菌血症を来

した 1 例 

若杉尚宏，梶原大季，木村夕香，清水 崇，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 21回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 

（2012 年 11月 23-24日，福井） 

安定期 COPD 患者における自覚的運動強度を用いた運動療法の効果の検

討 

長谷川雄司，山田規央，川上 司，梶原大季，杵渕進一，

齋藤泰晴，大平徹郎 

    後期高齢者 COPD患者における COPDアセスメントテストの有用性 

杵渕進一，木村夕香，梶原大季，鈴木涼子，松本尚也，

桑原克弘，宮尾浩美，齋藤泰晴，大平徹郎 

第 30回 日本神経治療学会総会（2012 年 11月 28-30日，北九州市） 

易疲労性,筋痛で発症し,T3271C 点変異を有するミトコンドリア病 19 歳

女性例の治療経験 

黒羽泰子， 松原奈絵， 長谷川有香，谷  卓，  

他田真理，河内 泉，西澤正豊，小池亮子 

第 23回日本小児整形外科学会学術集会(2012年 11月 30 日-12月 1日, 福岡) 

片側特発性下腿外旋変形の 1例 

榮森景子, 内山政二, 高橋美徳, 山際浩史, 平野 徹 

第 25回新潟在宅呼吸療法研究会（2012年 12月 15日，新潟） 

    安定期 COPD患者に対する当院の運動療法プログラムの効果の検討 

長谷川雄司，山田規央，川上 司，杵渕進一，齋藤泰晴，

大平徹郎 

呼吸リハビリ患者への自己管理指導の試み－LINQ を用いて－ 

     大橋栄子 

 


