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2021-0004 学会発表
医療安全管理セ
ンター
医療安全管理室

多職種ラウンドの効果と今後の課題 2021/4/30

2021-0003 学会発表
糖尿病

内分泌科

２型糖尿病患者の角質水分量に及ぼすＳＧＬＴ-2阻害薬短
期投与の影響：前向き群並行比較試験のサブグループ解
析から

2021/4/26

2021-0002 学会発表 臨床工学部 当院における整形外科領域の関わり 2021/4/14

2021-0001 学会発表 先進医療センター

Effect of osilodrostat on clinical signs,physical features
and health-related quality of life (HRQoL)by degree of
mUFC control in patients with Cushing’s disease
(CD):results from the LINC3 study
（クッシング病患者におけるオシロドロスタットによる平均尿
中遊離コルチゾール濃度のコントロール状態に応じた臨床
症候、理学的所見と健康関連QOLに及ぼす効果：LINC3研
究結果から）

2021/4/15

2020-0056 論文 先進医療センター

Preoperative and long-term efficacy and safety of
lanreotide autogel in patients with thyrotropin-secreting
pituitary adenoma:a multicenter,single-arm phase 3 study
in Japan.
（ランレオチドの甲状腺刺激ホルモン産生下垂体腺腫に対
する術前および長期治療の有効性と安全性：日本の多施
設共同第3相臨床試験）

2021/3/21

2020-0055
研究会発
表

放射線技術部
臨床におけるStellant資料症例撮影、注入プロトコールの設
定と工夫Case Report No.7　草津総合病院

2021/3/15

2020-0054 学会発表
糖尿病

内分泌内科
糖尿病患者さんに対する、コロナ禍における生活様式の変
化についてのアンケート調査

2021/3/5

2020-0053 学会発表
医療安全管理セ

ンター
クラスターが発生した病院におけるDMAT活動 2021/3/10

2020-0052 学会発表 頭頸部外科 縦隔郭清を施行した甲状腺分化癌手術例の検討 2021/2/26

2020-0051 論文
糖尿病

内分泌内科
両側副腎腫大で発症し経過中に腫瘤縮小と副腎皮質機能
に違いを認めた2症例

2021/2/9

2020-0050 学会発表 腎臓内科 アシクロビル脳症を発症し血液透析を要した2例 2021/2/10

2020-0049 学会発表 先進医療センター
Ｏｓｉｌｏｄｒｏｓｔａｔ　ｉｓ　ａｎ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｗｅｌｌ－ｔｏｌｅｒａｔｅｄ
ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｐｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｕｓｈｉｎｇ’ｓ　ｄ
ｉｓｅａｓｅ（ＣＤ）：ｆｉｎａｌ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｆｒｏｍ　ＬＩＮＣ３　ｓｔｕｄｙ

2021/2/15

2020-0048 論文 先進医療センター
Successful management of a patient with active Cushing’s
disease complicated with coronavirus disease
2019(COVID-19)pneumonia

2021/1/27

2020-0047 論文 先進医療センター
Proposal of diagnostic criteria for IgG4-related thyroid
disease

2021/1/26

2020-0046 論文 先進医療センター
Efficacy and safety of osilodrostat in patients with
Cushing's disease (LINC3): a multicenter phase Ⅲ study
with a double-blind,randomized withdrawal phase

2021/1/26
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2020-0045 学会発表
リハビリテーション

科
外来糖尿病患者のHbA1cの重症度による療養指導や糖尿
病管理状態の差異

2021/1/25

2020-0044 学会発表
リハビリテーション

科
脳卒中患者の意欲低下とリハビリテーションに与える影響
について

2021/1/25

2020-0043 論文 心臓血管外科
Internal thoracic artery graft ipsilateral to the
arteriovenous fistula in haemodialysis patients

2021/1/12

2020-0042 学会発表 消化器内科
消化管の腫瘍性疾患を中心に関連領域の最新の診断・治
療手技を供覧

2021/1/19

2020-0041 学会発表 看護局
救急外来における発災時のアクションカード作成に関する
コンサルテーション

2020/12/18

2020-0040 論文投稿 心臓血管外科
Impact of Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis on
Coexisting Mitral Stenosis

2020/12/14

2020-0039 学会発表 看護部
生活限界を来している独居認知症患者の生活に家族を巻
き込む関わり

2020/12/9

2020-0038 論文投稿 心臓血管外科
Total Arch Replacement in Patients with Chronic Kidney
Disease

2020/12/3

2020-0037 学会発表 脳神経外科
甲状腺癌治療に合併した巨大頸部内頚動脈瘤に対する脳
神経血管内手術の一例

2020/11/30

2020-0036 学会発表 総合診療科 偶発混合型胚細胞性腫瘍を兄弟で発症した一例 2020/11/28

2020-0035 学会発表
糖尿病
内分泌内科

GLP-1受容体作動薬治療におけるリブレ使用の有用性の
検討

2020/11/25

2020-0034 学会発表
糖尿病
内分泌内科

両側の副腎腫瘍を認め、両側のアルドステロンの過剰分泌
を示したサブクリニカルクッシング症候群合併原発性アルド
ステロン症の1例

2020/11/11

2020-0033 学会発表 感染対策室 薬剤耐性啓発に対する当院での取り組みと効果の検討 2020/11/4

2020-0032 学会発表 泌尿器科 直腸癌の手術10年後に、CTで両側腎に腫瘤を認めた1例 2020/11/3

2020-0031 論文投稿
糖尿病
内分泌内科

A Prospective, Open-Label Short-Term Pilot Study on
Modification of the Skin Hydration Status During
Treatment With a Sodium-Glucose Cotransporter-2
Inhibitor

2020/11/2

2020-0030 学会発表
医療安全管理セ
ンター

ストレスチェックの集団分析による職場の健康リスク度分析
とその対策

2020/10/30

2020-0029 学会発表 先進医療センター
両側副腎腫大で発症し経過中に腫瘤縮小と副腎皮質機能
に違いを認めた2症例

2020/10/28

2020-0028 学会発表 産婦人科 当院における妊娠中の腹腔鏡下手術の検討 2020/11/2

2020-0027 学会発表 産婦人科
当院で経験した後腹膜腔へ発育する腫瘍に対する腹腔鏡
下手術の経験

2020/11/2

2020-0026 学会発表 皮膚科 有茎性基底細胞癌の一例 2020/10/30



2020-0025 学会発表 消化器内科 病理検査を必須としない自己免疫性胃炎診断の妥当性 2020/10/28

2020-0024 学会発表 脳神経外科
多発性脳硬膜動静脈瘻に対する脳血管内手術に於ける高
次脳機能改善の一例

―

2020-0023 学会発表 薬剤部
経鼻胃管チューブ長期留置時の唾液分泌抑制
：アミトリプチリン投与による検討

―

2020-0022 学会発表 臨床研修センター
インスリンデグルデク投与中の1型糖尿病患者における夜
間血糖変動の解析

―

2020-0021 学会発表 頭頸部外科
進行癌に対する最近の拡大手術
―耳鼻科頭頸部外科から―

―

2020-0020 学会発表 頭頸部外科
甲状腺乳頭癌反回神経浸潤に対する喉頭内再建例の治
療成績

―

2020-0019 学会発表 臨床研修センター 潰瘍性大腸炎を背景として発症した虫垂腺癌の1例 ―

2020-0018 学会発表 頭頸部外科
甲状腺癌の予後不良因子から考える肺転移におけるTKIの
導入のタイミング

―

2020-0017 学会発表 麻酔科 Meige症候群患者の全身麻酔下に智歯抜歯を行った1例 ―


