【平成 20 年度 業績集】
平成 20 年 4 月 1 日―平成 21 年 3 月 31 日

１．学会等発表
2008/4/15
井上 聡、三嶋 ミナ子
「下肢慢性創傷治療と創傷ケアセンター」 練馬総合病院創傷ケアセンター学術講演
会 東京都中野区
2008/4/18－20
横山 知明、小菅 治彦(練馬総合)、近藤安子(同病理)
「下腿に生じた giant dermatofibroma の 1 例」 第 107 回日本皮膚科学会総会
都府（国立京都国際会館）

京

2008/5/14
井上 聡、三嶋 ミナ子
「下肢慢性創傷治療と創傷ケアセンター」 練馬総合病院創傷ケアセンター学術講演
会 東京都武蔵野市
2008/5/22
調進 一郎、野川 深雪、荒木 厚、笹本 和男、竹下 雅子、田中 治彦、
田村 嘉章、水野 有三、柳川 達生、山田 悟、山内 俊一
「αグルコシダーゼ阻害薬・ミグリトールの血糖・脂質代謝及び心機能に対する検
討 」 日本糖尿病学会 東京都
2008/5/24
○栗原 直人、山ノ井 一裕、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平 「超高齢者(90
歳以上)に対する消化管内視鏡検査について」 第 75 回日本消化器内視鏡学会総会
神奈川県横浜市
2008/5/25
砂野 宏治
「運動療法機能訓練技能講習会受講者に対するアンケート調査について－当支部視
覚学習の検討－」 第 57 回日本理学療法学会 茨城県
2008/5
飯田 修平、小谷野 圭子、藤本 康幸、槇 孝悦
「病院における施設･設備管理(Facility Management:FM)の導入-施設設備機器,情報

機器,医療機器の一元管理-」

日本品質管理学会研究発表会

東京都

2008/6/10
井上 聡
「慢性創傷の治療-糖尿病性足壊疽を中心に-」 第 116 回神奈川県慶應関連病院外科
研究会 神奈川県横浜市
2008/6/15
○栗原 直人、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平、浅野 美保、鈴木 真梨子、
塩練 秀一、松井 常子、藤原 裕子、渡邉 早苗、宮川 千香
「練馬総合病院内視鏡センターの設立と運営について」 第 15 回練馬医学会 東京
都
2008/6/17
井上 聡
「創傷の治療 糖尿病性足壊疽の治療を中心に」 成城リハビリテーションクリニッ
ク勉強会 東京都世田谷区（成城）
2008/6/21
林 暁
「排尿障害：最近の話題も含めて」 第１回 3 区合同泌尿器科医会学術講演会（練馬
区、杉並区、中野区） 東京都
2008/6/26-27
○栗原 直人、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平
「当院における Helicobacter pylori 陽性消化性潰瘍患者に対する除菌治療の成績」
第 14 回日本へリコバクター学会 兵庫県神戸市
2008/7/3
柳川 達生
「患者参加の医療安全」

第 58 回日本病院学会

山形県

2008/7/5
柳川 達生
「医療の質向上活動推進・改善体制」 全日本病院協会主催・医療安全講習会
都

東京

2008/7/8
井上 聡、三嶋 ミナ子
「下肢慢性創傷治療とフットケア」 練馬総合病院創傷ケアセンター学術講演会
京都豊島区

東

2008/7/9
柳川 達生
「糖尿病地域連携」

練馬区薬剤師会講演会

東京都練馬区

2008/7/12
小野 紀子、布袋 祐子（荻窪）、小菅 治彦(練馬総合)
「皮膚形質細胞増多症の１例」 日本皮膚科学会第 819 回東京地方会(合同臨床地方
会) 東京都（都市センターホテル）
2008/9/20
井上 聡
「糖尿病性足壊疽の治療 ラップ療法、持続陰圧吸引療法は万能か デブリードマン、
あきらめないことが大切」 第 5 回ミレニア創傷ケア研究会 北海道札幌市
2008/9/21
井上 聡
「糖尿病足病変の治療」
神奈川県横浜市
2008/9/21
柳川 達生
「スルホニル尿素薬」

第 2 回神奈川糖尿病療養指導士認定機構研修会

練馬糖尿病治療研究会

東京都練馬区

2008/10/2
○栗原 直人、藤井 琢、山ノ井 一裕、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平
「S 状結腸癌、横隔膜浸潤を伴った肝転移に対して IFL 療法により肝転移が切除可能
となった１症例」 第 50 回日本消化器病学会大会（JDDW2008） 東京都品川区
2008/10/4
○栗原 直人、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平
「高齢者便潜血陽性者の 2 次検診として地域連携パスを用いた下部消化管内視鏡検
査の有用性」 第 76 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2008） 東京都品川区
2008/11/1
遊佐 洋子
「医療機器を適切に維持管理する」 第 10 回記念フォーラム「医療の改善活動～改
善活動とリーダーシップ～」 福岡県飯塚市
2008/11/6－7
藤井 琢、栗原 直人、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平
「出血性胃潰瘍病変を有した良性 GIMT の 1 例」 第 38 回胃外科・術後障害研究会 東
京都

2008/11/7-8
飯田 修平
「医療の質の評価-病院および病院協会の取組み-」

日本職業･災害医学会

東京都

2008/11/8
吉野 鉄大、野崎 勲、渡邉 昌紀、西川 健一郎、寺野 章代、橋場 裕一、
中尾 英一、原口 春毅、豊田 丈夫、柳川 達生
「巨大卵巣腫瘍にバセドウ病と著明な肺高血圧症を呈した１症例」 第 558 回日本内
科学会関東地方会 東京都
2008/11/8
林 暁
「陰茎皮膚転移を伴う前立腺癌の 1 例」
津市

第 59 回泌尿器科学会中部総会

2008/11/12
柳川 達生
「糖尿病センターの診療体制と地域連携」 練馬区医師会・病診連携懇話会
豊島区

滋賀県大

東京都

2008/11/16
中尾 和城、遊佐 洋子、山崎 勝巳、柳川 達生
「病棟採血における血糖値の 2 機種間の相関と採血管種ごとの放置時間による影響」
第 45 回関東甲信地区医学検査学会 山梨県甲府市
2008/11/19
柳川 達生
「糖尿病治療の地域連携」

豊島区医師会・懇話会

2008/11/22
中尾 和城
「医療機器を適切に維持管理する」

東京都練馬区

第 50 回全日本病院学会東京大会

東京都

2008/11/22
井上 聡、渡邊 輝子、本田 幸子、橘 美登里、高橋 礼子、金内 幸子、中島 歩
美、小谷野 圭子
「Excel テンプレートを用いたバリアンスデータ集計の効率化」第 9 回日本クリニカ
ルパス学会（シンポジウム） 埼玉県さいたま市
2008/11/22
藤本 康幸、小谷野

圭子、飯田

修平

「総合的質経営（TQM)に基づいた医療への施設・設備管理の導入」
病院学会 東京都

第 50 回全日本

2008/11/22-23
金重 寿子、小野 友美、安藤 沙織、西 明美、三浦 かおる、佐伯 みか、
飯田 修平
「品質機能展開を用いた患者要求と関連の強い看護業務の検討」 第 50 回全日本病
院学会東京大会 東京都 優秀賞受賞
2008/11/25
井上 聡、三嶋 ミナ子
「下肢慢性創傷治療とフットケア」 練馬総合病院創傷ケアセンター学術講演会
京都北区

東

2008/11/27-29
○栗原 直人、藤井 琢、山ノ井 一裕、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平
「S 状結腸癌、横隔膜浸潤を伴った肝転移に対して IFL 療法により肝転移が切除可能
となった１症例」 第 70 回日本臨床外科学会総会 東京都
2008/11/27-29
藤井 琢、栗原 直人、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平
「大綱裂孔ヘルニアへの嵌頓による紋扼性イレウスの一例」
学会総会 東京都

第 70 回日本臨床外科

2008/11/29
井上 聡 「糖尿病足病変の治療（ラップ療法と陰圧療法）」 第 28 回糖尿病足病変
研究会 東京都
2008/12/6
井上 聡、三嶋 ミナ子、前田 綾子、福田 恵子、念代 恭仁子、佐伯 みか、
飯田 修平
「糖尿病性足壊疽に対する持続陰圧吸引療法の経験」 第 38 回日本創傷治癒学会
神奈川県横浜市
2008/12/10
斎藤 嘉朗、頭金 正博、福島(上坂)浩実、前川 京子、長谷川 隆一、澤田 純一、
鈴木 佳寿子、柳川 達生、高橋 義彦、梶尾 裕、葛谷 信明、野田 光彦、
安田 和基
「スルホニルウレア受容体 SUR2 をコードする ABCC9 遺伝子の多型探索およびハプロ
タイプ解析」 第 81 回日本生化学会 兵庫県神戸市
2008/12/12－13

藤井 琢、栗原 直人、松浦 芳文、井上 聡、飯田 修平
「Osteoclast-like giant cells が認められた超高齢者胃癌の一例」
消化器内視鏡学会関東地方会 東京都
2008/12/13
浅野 美保、栗原 直人
「下部消化管内視鏡検査の前処置の検討（II）」
究会 東京都

第 87 回日本

第 26 回 関東消化器内視鏡技師研

2008/12/14
軽部 みゆき
「SPD システムの導入と構築をめざして～物品管理を一元化し効率的に診療現場に供
給するために～」 第 4 回全日本病院会看護部門長研修コース 東京都
2009/1/31
吉野 鉄大、河野 大輔、小豆畑 丈夫、桑名 司、古川 力丸、櫻井 淳、丹正 勝、
柳川 達生
「βブロッカー内服を契機に甲状腺クリーゼ、乳酸アシドーシスにいたるが救命しえ
たバセドウ病の１症例」 第 25 回甲状腺病態生理研究会 東京都
2009/2/7
井上 聡、鈴木 浩之、馬場 貴宏、中島 歩美、渡邊 輝子、小谷野 圭子
「電子カルテ導入下でのパス運用の工夫」 第 9 回日本医療マネジメント学会東京地
方会 東京都
2009/2/7
井上 聡
「創傷に起因する感染症 感染した慢性創傷の治療-糖尿病性足壊疽を中心に-」 第
114 回感染防止研究会 東京都
2009/2/7
小谷野 圭子、中島 歩美、山本 周之
「DPC 分析ソフトを用いたデータの分析と診療内容の可視化」 第 9 回医療マネジメ
ント学会東京支部学術総会 東京都
2009/2/7
井上 聡、鈴木 浩之、馬場 貴宏、中島 歩美、渡邊 輝子、小谷野 圭子 「電
子カルテ導入下でのパス運用の工夫」 第 9 回医療マネジメント学会東京支部学術総
会 東京都（重複のため削除）
2009/2/7
成松 亮、飯田

修平、永井

庸次、小谷野

圭子

「業務フローモデルを使ったリスクの分析」
学術総会 東京都

第9回医療マネジメント学会東京支部

2009/2/9
○栗原 直人、中尾 英一、渡部 幸子、鈴木 美奈子、秋山 安史、飯田 修平
「PEG の適応・挿入から栄養管理までの標準化」 日本医療マネジメント学会 第 9
回東京地方会学術集会 東京都 優秀ポスター賞受賞
2009/2/9
○栗原 直人 鈴木 真梨子 宮川 千香 松井 常子 金内 幸子 飯田 修平
「大腸内視鏡検査の標準化 ～FMEA を用いて業務改善を行い、安全を確保する～」
日本医療マネージメント学会 第 9 回東京地方会学術集会 東京都
2009/2/10
井上 聡、三嶋 ミナ子
「下肢慢性創傷治療とフットケア」 練馬総合病院創傷ケアセンター学術講演会
京都

東

2008/9/18-20
Kawakita A., Ikegami H., Takayama S. et al.
Posterolateral Sleeve Fracture of the Lateral Humeral Epicondyle in Children.
21st congress of the European Society for surgery of the shoulder and elbow
Brugge, Belgium
2009/1/7-10
Kawakita A., Ikegami H., Takayama S. et al.
The Second Injuries after Cubitus Varus Deformity after Supracondylar Fracture
of the Humerus in Children.
2009 Annual Meeting of the American Association of the Hand Surgery
Maui, USA
2009/2/22-25
Kawakita A., Sato K., Makino H., Ikegami H., Takayama S., Toyama A., Umezawa
A.
Nicotine Acts on Growth Plate Chondrocytes to Delay Skeletal Growth through the
Alpha7 Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptor.
55th Meeting of the Orthopaedic Research Society
Las Vegas, USA

２．論文掲載
中村 定敏、長谷川 友紀、柳川 達生
「病院における医療安全―最近の動向と事例を用いた RCA の実際」 『全日本病院協
会雑誌』 2008;19:179-197
柳川 達生
「職員・患者・地域がよかったといえる病院を造る 第 11 回健康医学センター設立
の目的と目標」 『病院経営』 産労総合研究所 2008;383：57-64．
金重 寿子、小野 友美、安藤 沙織、西 明美、三浦 かおる、佐伯 みか、
飯田 修平
「品質機能展開（QFD）で患者満足に繋がる看護を目指す－業務の効率化に直結する
患者要求と関連の強い看護業務の特定―」 『ナースマネージャー』
日総研 2008;10:24-33
巷岡 祐子、柳川 達生、豊田 丈夫、中尾 英一、門川 俊明
「ポリスチレンスルホン酸ナトリウムにより低 Ca、低 Mg 血症、テタニーをきたした
一例」 『綜合臨床』 永井書店 2009;58:542-545
井上 聡
「創傷に起因する感染症
『感染防止』 出版社名

感染した慢性創傷の治療～糖尿病性足壊疽を中心に～」
2009;19:9-15

栗原 直人、松浦 芳文、萬谷 京子、井上 聡、飯田 修平、浅野 美保、
鈴木 真梨子、塩練 秀一、松井 常子、藤原 裕子、渡邉 早苗、宮川 千香
「練馬総合病院内視鏡センターの設立と運営について」 『練馬医学会誌』
2008;15：88－90
栗原 直人、戸田 雄大、築地 賢治、石毛 敦、渡辺 賢治、今津 嘉宏、
北島 政樹
「マウス肝切除モデルにおける高アンモニア血症と十全大補湯による抑制効果」
『漢方と最新治療』 世論時報社 28;17：99－104
飯田 修平
「個人情報の扱い方を改めて問う 施行 3 年目で行う現場での総括 病院における個
人情報保護法の対応を検証する」 『月刊新医療』 ㈱ｴﾑｲｰ振興協会 2008；35；83-85.
飯田 修平
「組織活性化と医療の質向上活動(MQI)の実践」
2008；49：39-46.

『IE レビュー』

日本 IE 協会

飯田 修平
「医療における QFD の適用―医療の質向上を目指して―」 『月刊ナースマネジャー』
2008.8
飯田 修平
「医療における総合的質経営」 『第１回質管理の基本的考え方
ィ』 2008.12

オルソコミュニテ

飯田 修平
「医療における総合的質経営」 『第 2 回練馬総合病院における総合的質経営への
道：導入編 オルソコミュニティ』 2009.3
瀬戸 加奈子、藤田 茂、長谷川 友紀、飯田 修平、西澤 寛俊
「医療機関における院内暴力の実態に関する研究」 『日本医療･病院管理学会誌』
（臨時増刊号） 2008；45：82.
北澤 健文、松本 邦愛、長谷川 友紀、西澤 寛俊、飯田 修平
「DPC データからみた脳梗塞治療の現状」 『東邦医学会雑誌』 2008；55：504-506
高橋 礼子
「患者の暴力・暴言その実態と対処」

『看護』

2008;60・No.12:54-59

高橋 礼子
「院内暴力・暴言、セクハラに対する取り組み」 『看護部マネジメント』 産労総
合研究所 2008;13・No.277:13-22
若松 恵子
「看護記録プロジェクトの成果と浸透のコツ」 『主任＆中堅＋こころサポート』 日
総研 2009;18・No.4:87-96
飯田 修平、小谷野 圭子、藤本 康幸、槇 孝悦
「病院における施設･設備管理(Facility Management:FM)の導入-施設設備機器,情報
機器,医療機器の一元管理-」 日本品質管理学会研究発表会研究発表要旨集：
2008;86:63-66
JATOS Study Group（Yanagawa T も一員）追加
Principal results of the Japanese trial to assess optimal systolic blood
pressure in elderly hypertensive patients (JATOS).
Hypertens Res. 2008 Dec;31(12):2115-27.

Kurihara N, Fan K, Thaler HT, Yang K, Lipkin M. Effect of a Western-style diet
fortified with increased calcium and vitamin D on mammary gland of C57BL/6 mice.
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