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論文投稿/
学会等発表

診療科 課題名 承認日

2022-0066 学会発表 糖尿病内分泌内科 2型糖尿病患者におけるセマグルチド注射薬の有用性の検討 2022/11/1

2022-0065 学会発表 糖尿病内分泌内科 2型糖尿病患者における経口セマグルチドの有用性の検討 2022/11/1

2022-0063 学会発表 消化器内科
オートファジーによる小胞体ストレス誘導性アポトーシスの制御を
介し
た慢性腸炎抑制機構の解明

2022/10/25

2022-0062 論文 消化器外科 悪性腹膜中皮腫に対するcytoreductive surgery 2022/11/1

2022-0061 学会発表 消化器外科
S状結腸間膜窩ヘルニアによる絞扼性腸閉塞に対し、腹腔鏡手
術を施
行した1例

2022/10/14

2022-0060 学会発表 消化器内科 S状結腸癌が直腸ESD後潰瘍へimplantationを来したと考えられた一例2022/10/14

過去申請
2022-06

学会発表 糖尿病内分泌内科
「気ままに一人で暮らしたい」と希望する独居困難な2型糖尿病患
者の
支援

―

2022-0059 学会発表 麻酔科
超高齢者の超重症肺高血圧症（Pp/Ps＞1）の大腿骨観血的骨接
合術
の麻酔経験

2022/10/11

2022-0058 学会発表 麻酔科 ロクロニウム禁忌の患者の今後の麻酔方針の検討 2022/10/5

2022-0057 学会発表 麻酔科 最重症四度のリンパ脈管筋腫症を有する患者の麻酔経験 2022/10/5

2022-0056 学会発表 麻酔科 麻酔科医の手術室内における新生児蘇生（NCPR）への関わりについて2022/10/5

2022-0055 学会発表 放射線科 Angio室での医療従事者被ばく 2022/10/5

過去申請
2022-05

学会発表 頭頸部外科
Quantitative Evaluation of Prognosis and Esrimation of
Progression of Thyroid Cancer(final abstract)

―

2022-0054 学会発表 呼吸器外科
原発性肺癌に対する肺葉切除後の横隔膜運動が呼吸機能に与
える影
響について～X線動態検査を用いた解析

2022/10/4

2022-0053 学会発表 消化器内科 消化管の腫瘍性疾患を中心に最新の診断・治療手技を供覧する 2022/9/29

2022-0052 学会発表 専門看護実践室
（仮）Integration of Oncology and Palliative care視点での緩和ケ
アチーム介入報告

2022/9/28

2022-0051 学会発表 麻酔科
分離肺換気中気管支起始部の損傷により一時換気不能となった
が後
遺障害なく救命しえた一症例

2022/9/29

2022-0050 学会発表 麻酔科 COVID-19肺炎罹患妊婦の全身麻酔下緊急帝王切開術の麻酔経験 2022/9/22

論文投稿/学会等発表一覧



2022-0049 学会発表 呼吸器外科 当院における女性気胸の手術症例の特徴 2022/9/29

2022-0048 学会発表 薬剤部 調剤済み薬剤の払い出し記録管理による再調剤減少への取り組み 2022/9/15

過去申請
2022-04

論文 先進医療センター
成人成長ホルモン分泌不全症
-脳神経外科医のための診断と治療の実践ガイド-

￣

2022-0047 学会発表 消化器内科 経皮的ドレナージが奏功した感染性海綿状リンパ管腫の一例 2022/9/5

2022-0046 学会発表 消化器外科 悪性腹膜中皮腫に対する手術と化学療法による集学的治療の重要性2022/9/5

2022-0045 学会発表 消化器内科 炭酸水を利用したスカイブルー法 2022/9/5

2022-0044 学会発表 周産期センター 既往帝王切開症例に対するTLHに関する検討 2022/9/5

2022-0043 学会発表 産婦人科 子宮鏡下手術により切除したポリープ状異型腺筋腫の5症例 2022/8/31

過去申請
2022-03

学会発表 糖尿病内分泌内科 2型糖尿病合併慢性腎臓病の検査・診断と治療を考察する ―

2022-0042 学会発表 臨床工学部 2社の第一種高気圧酸素治療装置を使用して 2022/8/26

2022-0041 学会発表 臨床工学部 内視鏡手術システムにおける保守管理業務への関わり 2022/9/5

2022-0040 論文 先進医療センター
Long-term efficacy and safety of osilodrostat in patients with
Cushing7s disease:LINC-3 extension study

2022/9/12

2022-0039 学会発表 消化器外科
臨床経過から食道癌肉腫が疑われた頸部巨大食道腫瘍に対し、
集学
的治療にて治療し得た1例

2022/8/19

2022-0038 学会発表 先進医療センター 教育講演「間脳下垂体疾患：診療の進歩」 2022/8/15

2022-0037 学会発表 薬剤部 「心不全フォローアップシート」を用いた薬薬連携の構築 2022/8/18

2022-0036 学会発表 産婦人科
子宮平滑筋より発生し、右内腸骨静脈に進展した静脈内平滑筋
腫症を切除した一例

2022/7/28

2022-0035 論文 先進医療センター クッシング症候群3例におけるオシロドロスタットの有用性の検討 2022/7/21

2022-0034 学会発表 糖尿病内分泌内科
自己免疫性膵炎の発症に伴う高血糖がステロイド治療に伴い改
善した
一例

2022/7/20

2022-0033 学会発表 糖尿病内分泌内科 高カルシウム血症を呈した異所性PTH産生胃がんの1例 2022/7/20

2022-0032 学会発表 臨床工学部 シャント管理の見直しをしての業務改善と問題点 2022/7/20



2022-0031 学会発表 リハビリテーション部
自己免疫性脊髄炎に対してロボットスーツHALを使用し歩行自立
に至っ
た一例

2022/7/7

過去申請
2022-02

論文 糖尿病内分泌内科

Effects of a new 75g glucose- and high fat-containing cookie
meal
test on postprandial glucose and triglyceride excursions in
morbidly

―

2022-0030 論文 先進医療センター
Advanced proliferative diabetic retionopathy and macular edema
in
acromegaly:a case report and literature review

2022/7/6

2022-0029 論文 消化器外科 膵管内乳頭粘液性腫瘍に由来する腹膜偽粘液腫の3例 2022/7/8

2022-0028 学会発表 看護局 急性期病院における在院日数短縮に向けた退院支援パス作成の試み2022/7/6

2022-0027 学会発表 看護局
回復期リハビリテーション病棟での退院支援の進捗を可視化する
家族
面談進捗表の導入

2022/6/28

2022-0026 学会発表 看護局 回復期リハビリテーション病棟における院内デイのマネジメントの実際2022/6/28

2022-0025 学会発表 看護局 一般急性期病棟における業務改善がもたらした看護スタッフの行動変容2022/7/6

2022-0024 学会発表 看護局 診察前問診・検査説明センター設置と待ち時間短縮による外来業務改革2022/6/28

2022-0023 学会発表 看護局
入院から退院までのケアプロセスの改善を推進する臨床リーダー
導入
に向けた取り組み

2022/6/29

2022-0022 学会発表 看護局 コマンドセンターを活用した病床稼働最大化の取り組み 2022/6/28

2022-0021 学会発表 消化器内科
A case of biliary bleeding due to a pancreatic pseudocyst
hemorrhage　after placement of a biliary metal stent

2022/6/28

2022-0020 学会発表 医療安全センター 当院の肝炎ウイルス検査陽性患者拾い上げの取り組み 2022/6/24

2022-0019 学会発表 呼吸器内科
非小細胞肺癌に対してペムブロリズマブ長期投与中に急性間質
性腎炎
をきたした1例

2022/6/24

2022-0018 学会発表 産婦人科 高度癒着症例のTLH 2022/6/17

2022-0017 学会発表 産婦人科 LM後の癒着とその防止方法に対する検討 2022/6/13

2022-0016 学会発表 リハビリテーション部
当院回復期リハビリテーション病棟入院中の脳卒中患者に対す
るHAL
治療効果の検討

2022/6/13

2022-0015 学会発表 腎臓内科 透析導入後の骨格筋量変化とその関連因子について 2022/6/7

2022-0014 学会発表 リハビリテーション部
劇症型心筋炎を発症した若年女性に対し多職種協同で早期離床
し抜
管に至った症例

2022/6/1

2022-0013 学会発表 呼吸器内科
局所麻酔下胸腔鏡検査にて診断し得た卵巣・卵管・腹膜由来高
異型度
漿液性癌の1例

2022/5/24



2022-0012 学会発表 臨床工学部 遠隔モニタリングにて電磁波干渉に早期介入できた1症例 2022/5/24

2022-0011 学会発表 先進医療センター

1.Osilodrostat id effective and well-tolerated in Asian and non-
Asian
patients with Cushing's disease:Results from LINC 3(Phase III
study).
2.Improvements in hypertension and diabetes mellitus with
osilodrostat in Cushing's disease patients:Exploratory analyses

2022/5/25

2022-0010 学会発表 糖尿病内分泌内科 肉芽腫性乳腺炎と結節性紅斑を合併したプロラクチノーマの1例 2022/5/18

2022-0009 学会発表 乳腺外科
オンコロジーエマージェンシー発症TNBC再発に対し抗PD-L1抗
体療法
でPD後、抗PD-1抗体療法が奏功した一例

2022/5/12

2022-0008 学会発表 3C病棟
医療療養病棟における安全で円滑な腹膜透析業務遂行を妨げて
いる
要因について－夜勤看護師へのインタビューを通して－

2022/5/2

2022-0007 学会発表 消化器外科 大腸癌腹膜播種に対するcytoreductive surgeryの適応と治療成績 2022/4/26

2022-0006 学会発表 消化器外科
Treatment strategy of cytoreductive surgery for advanced or
ovarian
cancer

2022/4/27

2022-0005 学会発表 呼吸器外科 縦隔コレステリン肉芽腫の1手術例 2022/4/21

2022-0004 学会発表 PFMセンター

（仮）在宅看取りの覚悟を促す意思決定支援
～終末期がん患者の在宅看取りを躊躇していた家族に対する退
院支援
看護師の介入に焦点を当てて～

2022/4/18

2022-0003 学会発表 麻酔科 鼻腔内操作中に高度除脈を生じた1例 2022/4/20

2022-0002 論文
肥満外科治療

センター

Effecttive presurgical body weight reduction by modification of
3major
dietary habits with or without an intake of brown rice in morbidly
obese patients:an pbservational 6 month study

2022/4/7

2022-0001 学会発表 消化器外科 異時性大腸癌腹膜播種に対する審査腹腔鏡の役割 2022/4/8

過去申請
2022-01

論文 先進医療センター
Telmisartan is the most effective ARB to increase adiponectin
via
PPARα  in adipocyte.

倫理審査なし

過去申請
2021-17

学会発表 内科 部分型脂肪萎縮合併A型インスリン抵抗性一家系の経過報告 倫理審査なし

2021-0076 学会発表 呼吸器外科 上大静脈背側で右肺動脈中枢の確保が必要となった際の手技 2022/3/30

2021-0072 学会発表 外科
The importance of　multidisciplinary　treatment　with
cytoreductive　surgery　plus　chemotherapy　for　malignant
peritoneal mesothelioma.

2022/3/18

2021-0075 論文 先進医療センター
Clearance of macro-TSH from the rat circulation is slower than
TSH

2022/3/8

2021-0074 学会発表 消化器内科 当院におけるSNADETに対する内視鏡治療の現状 2022/3/8

2021-0073 論文 中央材料室
感染制御に現場から一言：滅菌の現場から
ー中央材料室から一室

2022/3/11



2021-0072 学会発表 外科
The importance of　multidisciplinary　treatment　with
cytoreductive　surgery　plus　chemotherapy　for　malignant
peritoneal mesothelioma.

2022/3/18

過去申請
2021-16

学会発表 頭頸部外科 喉頭に発生した髄外性形質細胞腫の一例 倫理審査なし

2021-0071 学会発表 先進医療センター
Effects of osilodrostat on androgens and adrenal hormones in
patients with Cushing's disease:Long-term findings from the
Phase Ⅲ,prospective LINC 3 study.

2022/2/22

2021-0070 学会発表 先進医療センター

1）Osilodrostat therapy improves physical manifestations of
hypercortisolism in patients with Cushing's disease:Findings from
the Phase Ⅲ,LINC 3 study.
2)Changes in androgens and adrenal hormones during log-term
osilodrostat treatment in patients with Cushing's disease:Results
from the Phase Ⅲ,prospective LINC 3 study.
3)Evaluation of the efficacy of osilodrostat in five patients with
Cushing's syndrome:A single-center study.

2022/2/28

2021-0069 学会発表 産婦人科 GIDにおけるFtMに対する腹腔鏡下SRS手術の導入とその検討 2022/2/17

2021-0068 論文 消化器外科
悪性腹膜中皮腫に対するCytoreductive surgeryと化学療法の診
療経験

2022/2/9

2021-0067 学会発表 専門看護実践室
病院分離にあたっての皮膚・排泄ケア認定看護師の実践報告～
褥瘡予防・管理の質を担保するために～

2022/2/3

2021-0066 学会発表 消化器内科 消化管の腫瘍性疾患を中心に最新の診断・治療手技を供覧する 2022/1/31

2021-0065 学会発表 PFMセンター
(仮）専門分野外の対応困難事例へのCNS実践～中学生Aが適切
に支援されるために～

2022/1/25

2021-0064 学会発表 先進医療センター

1)Osilodrostat Therapy Improves Physical Feartures Associated
with Hypercortisolosm in Patients with Cushing's
Disease:Findings from the Phase Ⅲ,LINC 3 study.
2)Hypertension (HTN)and Diabetes(DM) Improvement During
Osilodrostat Therapy in Patients with Cushing's
Disease(CD):Analyses from the Phase Ⅲ LINC3 Study

2022/1/17

2021-0063 学会発表
頭頸部

甲状腺外科セン
ター

Surgical indications for upper mediastinal dissection by
sternotomy in patients with papillary thyroid carcinoma

2022/1/19

2021-0062 論文 薬剤部
オキシコドン持続皮下注からフェンタニル貼付剤へのスイッチング
の際に退薬症状がみられた1例

2022/1/4

2021-0061 学会発表
頭頸部甲状腺外

科センター
当科における切除不能再発・転移甲状腺癌に対する分子標的治
療の成績

2022/1/6

2021-0060 学会発表
淡海ふれあい病院

栄養科
地域包括ケア病棟におけるＮＳＴ介入患者の在宅復帰に影響す
る因子の影響

2022/1/4

2021-0059 学会発表 消化器外科
腹膜播種に対する外科治療における周術期栄養サポートの取り
組み～現状の把握と今後の課題～

2021/12/27

2021-0058 学会発表 臨床研修センター 超高齢者の治療適応に苦慮した巨大回盲部症の一例 2021/12/28

2021-0057 論文 心臓血管外科
完全内臓逆位に併発した三尖弁閉鎖不全症を伴うA型大動脈解
離

2021/12/28



2021-0056 学会発表 臨床工学部 在宅酸素療法への臨床工学技士の関り 2021/12/23

2021-0055 学会発表 臨床工学部 滋賀県庁でのCOVID-19陽性患者対応について 2021/12/23

2021-0054 論文 消化器外科
A desmoid-type fibromatosis in the retroperitoneum of the
gastro-pancreatic region that was resected with adiatal
pancreatomy

2021/12/23

過去申請
2021-15

学会発表 呼吸器外科 嘔吐により改善す心窩部痛を認めた気管支動脈瘤の１例 倫理審査なし

過去申請
2021-14

学会発表
肥満症外科
治療センター

我々の新しい腹腔鏡下スリーブ状胃切除手術手技cross-cutting
sleeve Gantrectmy(CCSG)

倫理審査なし

2021-0053 学会発表 消化器外科
Surgical outcome of cytoreductive surgery for malignant
peritoneal mesothelioma.

2021/12/6

2021-0052 論文 消化器内科
Mixed neuroendocrine non-neuroendocrine neoplasm associated
with autoimmune gastritis

2021/11/26

2021-0051 論文 消化器外科 長期の無再発生存が得られた多嚢胞性腹膜中皮腫の３例 2021/12/3

2021-0050 学科発表 消化器外科 審査腹腔鏡により病理診断を得た多嚢胞性腹膜中皮腫の２例 2021/11/25

過去申請
2021-13

学科発表 消化器外科 当院で経験された多嚢胞性腹膜播種の３例 倫理審査なし

過去申請
2021-12

学科発表 消化器外科
Well-differentiated papillary mesothelioma suspected of malignant
transformation:A case report.

倫理審査なし

2021-0049 学科発表 栄養部 術前内科入院における内科と栄養部の連携の重要性 2021/11/24

2021-0048 学科発表 栄養部
高度肥満症への食習慣の偏りを是正する強化食事指導の有用性
に関する検討

2021/11/24

2021-0047 学科発表
リハビリテーション

部
脳卒中患者の下肢腱反射と短下肢装具の適応の検討 2021/11/29

過去申請
2021-11

論文

糖尿病・内分泌内
科

（先進医療セン
ター）

Asodium-glucose cotransporter-2 inhibitor modulates the skin
hydration state in type 2 diabetes patients:Post-hoc analysis of a
prospective,open-label pilot study.

倫理審査なし

過去申請
2021-10

学会発表
糖尿病・内分泌内

科

Interrelationship of Albuminuria with Epicardial Adipose Tissue
and Left Ventricular Diastolic Function in Diabetic Patients
without Reduced Left Ventricular Ejection Fraction.

倫理審査なし

過去申請
2021-09

学会発表
糖尿病・内分泌内

科

Increases in Epicardial Adipose Tissue Volume and Density
Calculated by the Artificial Intelligence-assisted Measuring
Method in Relation to Obesity,Aging ,Insulin Resistance and Left
Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients with Type 2
Diabetes Mellitus.

倫理審査なし

過去申請
2021-08

学会発表
糖尿病・内分泌内

科

人工知能による心外膜下脂肪体積量の測定方法の開発とメタボ
リックシンドロームと心外膜下脂肪体積量の関連の後ろ向き横断
的検討

倫理審査なし



2021-0046 学会発表 先進医療センター
1)Osilodrostat is an effective and well-tokerated long-term
treatment option for patients with Cushing's disease :final results
from the PhaseⅢ,LINC 3 study.

2021/11/12

過去申請
2021-07

研究会発表 頭頸部外科
甲状腺がん治療における最新の知見　臨床から見えたレンバチニ
ブの導入タイミングと投与工夫

倫理審査なし

過去申請
2021-06

学会発表 頭頸部外科
甲状腺分化癌局所進行（転移リンパ節による臓器浸潤）例の予後
に与える影響

倫理審査なし

過去申請
2021-05

論文 先進医療センター
Long-term safety and efficacy of lanreotide autogel in Japanese
patiants with neuroendocrine tumors;Final results of a phase Ⅱ
open-label extension study.

倫理審査なし

2021-045 学会発表 栄養部
塩分摂取量から見た心不全患者における効果的な食事指導につ
いて

2021/10/14

2021-044 学会発表 看護局 転倒・転落チームの発足と取り組みについて 2021/10/19

過去申請
2021-04

論文 病理診断科
Enterocolic lymphocytic phlebitis associated with lymphocytic
colitis:Acase report

倫理審査なし

2021-043 論文 産婦人科 性同一性障害における、ＦｔＭに対する腹腔鏡下ＳＲＳの検討 2021/10/12

過去申請
2021-03

論文 先進医療センター 話題　ＧＨ治療と発がんリスク 倫理審査なし

過去申請
2021-02

論文 先進医療センター
JNETS clinical practice guidelines for gastroenteropancreatic
neuroendocrine neoplasms:diagnosis ,treatment ,and follow-
up:asynopsis

倫理審査なし

2021-042 学会発表
頭頸部甲状腺
外科センター

パネルディヅカション2　嚥下障害に対するチーム医療　当院にお
ける多職種介入ＮＳＴ嚥下チームの取り組みー対象拾い上げの工
夫とチーム医療-

2021/10/8

過去申請
2021-01

学会発表 消化器内科
自己免疫性胃炎を背景粘膜としたmixes neuroendocrine-non-
neuroendocrine neoplasm(MiNEN)の1例

倫理審査なし

2021-041 学会発表 薬剤部
サクビトリルバルサルタンが慢性心不全患者の利尿薬投与量に及
ぼす影響

2021/9/21

2021-040 論文 臨床研修センター
A case of appendix adenocarcinoma associated with ulcerative
colitis.

2021/9/22

2021-039 学会発表 臨床研修センター 双角子宮における内膜症の1症例 2021/9/22

2021-038 論文 心臓血管外科 Total Arch Replacement in Octogenarians 2021/9/10

2021-037 学会発表 栄養部 外来透析患者への継続した栄養指導介入の効果 2021/9/15

2021-036 論文 産婦人科
当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出後妊娠の妊娠・分娩に関す
る検討

2021/9/7

2021-035 論文 産婦人科
帝王切開術後膿瘍に対して腹腔鏡下ドレナージ術が有効であっ
た1例

2021/9/7

2021-034 学会発表 栄養部
地域包括ケア病棟ＮＳＴにて、認知症のある膵癌術後患者のＱＯ
Ｌと介護負担を考慮し、経腸栄養を検討した1例

2021/9/2



2021-033 学会発表 看護局
透析を受け入れられない患者の支援～あきらめずがんばり続けた
A氏との関わりを通して～

2021/9/3

2021-032 学会発表 麻酔科 肥満減量手術患者の気道確保の体位 2021/9/9

2021-031 学会発表 麻酔科 コロナ下でのシミレーション研修 2021/8/25

2021-030 論文 消化器内科
経皮経食道胃管挿入術（Percutaneous trans-esophageal gastro-
tubing)導入から約5年間で施行した73症例の経験

2021/8/17

2021-029 論文 心臓血管外科
下肢静脈瘤に対するシアノアクリレート系接着材を用いた血管内
塞栓術の治療成績；血管内高周波焼灼術との比較検討

2021/8/18

2021-028 学会発表 薬剤部 錠剤仕分装置導入に伴う薬剤費への効果 2021/8/13

2021-027 学会発表
頭頸部甲状腺
外科センター

長期嚥下障害を呈した高齢ギランバレー症候群ー経口的輪状咽
頭筋切除術から経口摂取再獲得までー

2021/7/29

2021-026 学会発表 薬剤部
フィアスプ注へ変更し血糖コントロールを行った1型糖尿病患者の
1例

2021/7/26

2021-025 学会発表 呼吸器外科 当院における40歳以下の自然気胸手術症例の検討 2021/8/4

2021-024 学会発表 先進医療センター
プラダー・ウィリ症候群の成長ホルモン療法は肥満度減少に寄与
する

2021/7/16

2021-023 学会発表 先進医療センター Update3:間脳下垂体疾患　診療の進歩 2021/7/21

2021-022 学会発表
糖尿病・内分泌内

科

人工知能による心外膜下脂肪体積量測定の精度検証とメタボリッ
クシンドロームと心外膜下脂肪体積量の関連の後ろ向き横断的検
討

2021/7/16

2021-021 学会発表
糖尿病・内分泌内

科

Association of left ventricular end-diastolic diameter with
incidence of thromboembolism in patients with non-valvular artial
fibrillation:The Fushimi AF Registry

2021/7/16

2021-020 学会発表
糖尿病・内分泌内

科
IGF-Ⅱ産生を示した十二指腸神経内分泌腫瘍肝転移の1例 2021/7/16

2021-019 学会発表
糖尿病・内分泌内

科
肝転移を契機に遷延性低血糖をきたした十二指腸神経内分泌腫
瘍（ＮＥＴ Ｇ３）の1例

2021/8/4

2021-018 学会発表
糖尿病・内分泌内

科
当院における腹腔鏡下スリーブ胃切除（ＬＳＧ）前後の体組成変化 2021/7/21

過去申請
2021-04

学会発表 消化器外科 緊急手術にょり救命し得た上腸間膜静脈血栓症の１例 倫理審査なし

過去申請
2021-03

学会発表 消化器外科
盲腸癌に起因した成人腸重責症に対し、腹腔鏡下回盲部切除術
を施工した」１例

倫理審査なし

過去申請
2021-02

学会発表 麻酔科
夜間緊急手術＋ＢＭＩ52＋full stomach＋ポルトガル語のみ通じる
＋WBC162600/μl　麻酔計画どう立てますか？

倫理審査なし

過去申請
2021-01

学会発表 病理診断科 リンパ球性大腸炎を合併する小腸結腸リンパ球性静脈炎の1例 倫理審査なし



2021-0017 学会発表 乳腺外科
失明・難聴で発症した高度転移性乳癌の有病7年生存の一例（続
報）

2021/7/5

2021-0016 学会発表 歯科口腔外科 2Ｄ培養と3Ｄ培養、Xenograftを用いた舌がん代謝の比較 2021/6/28

2021-0015 論文 栄養課
介護老人保健施設における口腔衛生管理の介入状況とその有用
性について

2021/6/21

2021-0014 論文 歯科口腔外科 当院におけるがん化学療法時の口腔有害事象に関する検討 2021/6/21

2021-0013 学会発表 臨床工学部 ラダー教育研修と臨床工学技士の関わり 2021/6/15

2021-0012 学会発表 臨床工学部 臨床工学技士増員による内視鏡業務への影響について 2021/6/14

2021-0011 学会発表 臨床工学部 アメーバ経営論と臨床工学技士の取り組み 2021/6/14

2021-0010 論文 心臓血管外科
下肢静脈瘤に対するVenaSeal Closure System を用いた血管内塞
栓術の成績治療；血管内高周波焼灼術との比較検討

2021/6/4

2021-0009 学会発表 産婦人科 妊娠中より認めたパラサイト化が疑われた有茎性筋腫の一例 2021/6/7

2021-0008 学会発表
頭頸部甲状腺
外科センター

縦隔郭清を施行した甲状腺分化癌手術例の検討 2021/6/4

2021-0007 学会発表
頭頸部甲状腺
外科センター

甲状腺分化癌の治療戦略～遺伝子変異から考察する Optimal
Treatment～

2021/5/25

2021-0006 学会発表
頭頸部甲状腺
外科センター

縦隔郭清を施行した甲状腺分化癌手術例の検討 2021/6/4

2021-0005 研究会発表 放射線技術課 低線量ＣＴ（Tin Filter technology)を活用した撮影実施報告 2021/5/24

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・内分泌内

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　ｔｒｅａｔ
ｍｅｎｔ　ｏｐｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｕｓｈｉｎｇ’ｓ　ｄｉｓｅａｓｅ（Ｃ
Ｄ）：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

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 ―



2022.11.22 更新


