
【　平成２１年度　業績集　】

１．学会発表

期日（西暦＋年月日） 2009年4月25日（土）

演者名（共演者全員記入） 横山知明, 小菅治彦, 澤田陽平, 林　暁, 近藤安子

演　　題　　名 Paget現象を示した前立腺癌皮膚転移の1例

学会名(第○回●学会◎大会) 第108回日本皮膚科学会総会

開催地（都道府県） 福岡県

期日（西暦＋年月日） 2009年5月　　日（　　）

演者名（共演者全員記入） 柳川達生, 飯田修平, 金内幸子, 遊佐洋子

演　　題　　名
医療の安全確保と質保証の取組み 医療における根本原因分析(RCA)
の普及と展開

学会名(第○回●学会◎大会) 日本品質管理学会研究発表会

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2009年5月　　日（　　）

演者名（共演者全員記入） 飯田修平, 柳川達生, 金内幸子, 遊佐洋子, 大藤正

演　　題　　名
医療の安全確保と質保証の取組み 医療における故障モード影響解析
(FMEA)の普及と展開

学会名(第○回●学会◎大会) 日本品質管理学会研究発表会

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2009年5月　　日（　　）

演者名（共演者全員記入）
調進一郎, 渡辺妙子, 野川深雪, 鈴木孝典, 荒木厚, 田村嘉章, 笹
本和夫, 竹下雅子, 田中治彦, 水野有三, 柳川達生, 山田悟, 山内
俊一

演　　題　　名
2型糖尿病患者の血糖コントロールおよびBNPに対するミグリトール
(セイブル錠)とピオグリタゾン(アクトス錠)の比較検討

学会名(第○回●学会◎大会) 第52回日本糖尿病学会学術集会

開催地（都道府県） 大阪府



期日（西暦＋年月日） 2009年6月26日（金）

演者名（共演者全員記入） 野村佳克　大谷宗親　石井教貴　五十嵐雄一　田頭崇　　

演　　題　　名
虚血性心疾患・閉塞性下肢動脈硬化症早期発見を目指し
当院の行った取り組み

学会名(第○回●学会◎大会) CVIT2009

開催地（都道府県） 北海道

期日（西暦＋年月日） 2009年6月　　日（　　）

演者名（共演者全員記入） 柳川達生

演　　題　　名 医療安全の最近の動向とRCA(根本原因分析)について RCAの紹介

学会名(第○回●学会◎大会) 第11回　日本医療マネジメント学会学術総会

開催地（都道府県） 長崎県

期日（西暦＋年月日） 2009年7月31日（金）

演者名（共演者全員記入）
　大熊理加
（岡島菜穂子、小林陽子、松長亜沙子、遊佐洋子、大熊潔、飯田修平）

演　　題　　名 超音波検査で示唆された腎癌から転移した前腕腫瘍の一例

学会名(第○回●学会◎大会) 第58回日本医学検査学会

開催地（都道府県） 神奈川県

期日（西暦＋年月日） 2009年8月1日（土）

演者名（共演者全員記入） 中尾和城（遊佐洋子、山崎勝巳、柳川達生）

演　　題　　名 BNP測定採血管の検討

学会名(第○回●学会◎大会) 第58回日本医学検査学会

開催地（都道府県） 神奈川県



）

期日（西暦＋年月日） 2009年8月30日（日）

演者名（共演者全員記入） 鈴木　美奈子,　金内　幸子,　清水　由紀,　中島　みゆき

演　　題　　名 当院におけるがん性疼痛コントロールの取り組み

学会名(第○回●学会◎大会) 日本病院薬剤師会第39回関東ブロック学術大会

開催地（都道府県） 長野県

期日（西暦＋年月日） 2009年8月　　日（　　）

演者名（共演者全員記入） 柳川達生

演　　題　　名 練馬総合病院における漢方外来の現況

学会名(第○回●学会◎大会) Kampo Network Forum in Tokyo　2009

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2009年9月　　日（　　）

演者名（共演者全員記入）
西恭代, 豊田丈夫, 中尾英一, 野崎勲, 西川健一郎, 江藤陽子, 柳
川達生

演　　題　　名 牛乳多飲が原因と考えられた腸管嚢腫様気腫症の1症例

学会名(第○回●学会◎大会) 第565回日本内科学会関東地方会

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2009年9月　　日（　　）

演者名（共演者全員記入）
S. Shirabe, K. Sasamoto, A. Araki, Y. Tamura, S. Yamada, Y.
Mizuno, M. Takahasi, M. Miyao, T. Yanagawa, M. Nogawa, T.
Yamanouchi;

演　　題　　名
BNP elevation following 12-week pioglitazone treatment in
patients with type 2 diabetes

学会名(第○回●学会◎大会) 45th EASD（The European Association for the Study of Diabetes

開催地（都道府県） Vienna, Austria



期日（西暦＋年月日） 2009年10月2日（金）

演者名（共演者全員記入） 金内　幸子

演　　題　　名
ＱＣサークル活動からＴＱＭへ　組織的展開による推進事例
「ＦＭＥＡ・ＲＣＡを活用した医療安全の取り組み」

学会名(第○回●学会◎大会) 第11回フォーラム「医療の改善活動」

開催地（都道府県） 大阪

期日（西暦＋年月日） 2009年10月3日（土）

演者名（共演者全員記入） 鈴木　美奈子

演　　題　　名 練馬総合病院におけるがん性疼痛に対するオピオイドの使い方

学会名(第○回●学会◎大会) 第11回フォーラム「医療の改善活動」

開催地（都道府県） 大阪

期日（西暦＋年月日） 2009年11月5日（木）

演者名（共演者全員記入） 柳川達生

演　　題　　名 練馬総合病院糖尿病外来での無症候性末梢動脈疾患の頻度

学会名(第○回●学会◎大会) 第5回城西地区創傷ケアフォーラム

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2009年11月18日（水）

演者名（共演者全員記入） 柳川達生

演　　題　　名 糖尿病合併脂質異常症に対してゼチーアを処方した症例の検討

学会名(第○回●学会◎大会) 第2回ねりま脂質代謝研究会

開催地（都道府県） 東京都



期日（西暦＋年月日） 2009年11月22日（日）

演者名（共演者全員記入） 遊佐洋子

演　　題　　名 RCA手法を用いた輸血業務改善　

学会名(第○回●学会◎大会) 第51回全国病院学会鹿児島大会

開催地（都道府県） 鹿児島県

期日（西暦＋年月日） 2009年11月　　日（　　）

演者名（共演者全員記入） 柳川達生

演　　題　　名 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―

学会名(第○回●学会◎大会) 第51回全日本病院学会　鹿児島大会

開催地（都道府県） 鹿児島県

期日（西暦＋年月日） 2010年1月27日（水）

演者名（共演者全員記入） 柳川達生

演　　題　　名 ジャヌビア錠　臨床での手ごたえ

学会名(第○回●学会◎大会) 第2回インクレチン治療研究会

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2010年1月29日（金）

演者名（共演者全員記入）
野村佳克　大谷宗親　石井教貴　五十嵐雄一　佐々木稔　田頭崇
稲川恵　清水恵　高橋広美　今川拓茉

演　　題　　名 糖尿病患者における潜在的心筋梗塞の発見・治療までの流れ

学会名(第○回●学会◎大会) CCT2010

開催地（都道府県） 兵庫



期日（西暦＋年月日） 2010年1月30日（土）

演者名（共演者全員記入） 大山貴子、秋山孝輝、野崎勲、西川健一郎、江藤陽子、柳川達生

演　　題　　名 ミチグリニドが長時間血中に残存し遷延性低血糖をきたした一例

学会名(第○回●学会◎大会) 第47回日本糖尿病学会関東甲信越地方会

開催地（都道府県） 埼玉県

期日（西暦＋年月日） 2010年2月14日（日）

演者名（共演者全員記入）
中島　歩美 （林 暁、佐々木 里美、勝田 美樹、尾賀 祐子、
             小谷野 圭子、仲山 真人）

演　　題　　名 ＤＰＣ情報の分析と活用

学会名(第○回●学会◎大会) 第5回東京都病院学会

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2010年2月14日（日）

演者名（共演者全員記入）
永井里枝、鈴木美樹子、田村美紀、小林さつき、金重寿子、高橋礼
子

演　　題　　名 産痛緩和ケアのニーズ調査－看護師が実施したアンケートの分析ー

学会名(第○回●学会◎大会) 第5回東京都病院学会

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2010年2月20日（土）

演者名（共演者全員記入） 小菅治彦、小野紀子、横山知明

演　　題　　名 乳癌術後リンパ浮腫を背景に生じた悪性黒色腫の1 例

学会名(第○回●学会◎大会) 第73回日本皮膚科学会東京支部学術大会

開催地（都道府県） 東京都



期日（西暦＋年月日） 2010年2月27日（土）

演者名（共演者全員記入） 井上　聡　三嶋　ﾐﾅ子

演　　題　　名 創傷ケアセンターでの足病変に対するチームアプローチ

学会名(第○回●学会◎大会) フットケア学会

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2010年3月13日（土）

演者名（共演者全員記入）
池谷 章、西　恭代、大山貴子、秋山孝輝、野崎勲、西川健一郎、中
尾英一、豊田丈夫、柳川達生

演　　題　　名 急性肝炎様に発症した、薬剤惹起性が疑われる自己免疫性肝炎の1例

学会名(第○回●学会◎大会) 第570回日本内科学会関東地方会

開催地（都道府県） 東京都

期日（西暦＋年月日） 2010年3月10日（水）

演者名（共演者全員記入） 遊佐洋子

演　　題　　名 アンケート集計報告

学会名(第○回●学会◎大会)
全国病院経営管理学会
第10回臨床検査業務委員会報告会

開催地（都道府県） 東京都



２．論文掲載

著者名（共著者全員記入） 荒木佐栄子、柳川達生、豊田丈夫、門川俊明、林松彦

論　　文　　名 低Ca, K血症を随伴した成人発症、原発性低Ｍｇ血症の一孤発例

雑　　誌　　名 内科

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.104　No１：P188－190

著者名（共著者全員記入） 吉野鉄大　野崎　勲　西川健一郎　渡邊昌紀　柳川達生

論　　文　　名 巨大卵巣腫瘍にバセドウ病と著しい肺高血圧症を呈した１例

雑　　誌　　名 内科

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2010年；Vol.105 No.2：P350-352

著者名（共著者全員記入） 吉野鉄大、中尾英一、西川健一郎、豊田丈夫、柳川達生

論　　文　　名 極端な偏食により湿性脚気、大球性貧血、壊血病を呈した１症例

雑　　誌　　名 綜合臨床

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.58　No１0：P2189－2191

著者名（共著者全員記入） 清水洋孝, 飯田修平, 柳川達生, 佐藤吉信

論　　文　　名 医療事故防止のための二軸統合プロセス分析手法 

雑　　誌　　名 安全工学

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.48 No.4：P228-241

著者名（共著者全員記入）
原口春毅、豊田丈夫、中尾英一, 西川健一郎、橋場裕一、寺野章
代、野崎　勲、柳川達生

論　　文　　名 高齢男性に発症したEvans症候群の1例 

雑　　誌　　名 練馬医学会誌

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2010年；Vol.16：P58-60



著者名（共著者全員記入） 金重寿子、小野友美、飯田修平、佐々木里美、高橋礼子

論　　文　　名
優先度の高い患者要求と関連の強い看護業務ーＱＦＤによる分析と
その後の取り組みー

雑　　誌　　名 師長主任業務実践

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.14.No.299：P18-24

著者名（共著者全員記入） 高橋　礼子

論　　文　　名 深刻化する院内暴力ーその現実と対策

雑　　誌　　名 医療界レポート

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年4月：P6－11

著者名（共著者全員記入） 高橋　礼子

論　　文　　名 発想が変わり、病棟運営が変わる

雑　　誌　　名 月刊　ナースマネージャー

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年9月：P55－59

著者名（共著者全員記入） 高橋礼子・羽柴弘子

論　　文　　名 後輩を迎える師長・主任の心得

雑　　誌　　名 師長主任業務実践

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2010年2月：P4－8

著者名（共著者全員記入） 中田　英之

論　　文　　名 女性の健康と養生～漢方医の診察室より～

雑　　誌　　名 文化看護学会誌

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2010年；2(1)：P67－71



著者名（共著者全員記入）
永井庸次 (水戸総合病院), 飯田修平 (東京都医療保健協練馬総合病
院), 鈴木秀一 (河北総合病院), 光藤義郎 (JUKI), 中條武志 (中央
大), 医療経営の総合的「質」研究会

論　　文　　名 「まあ,いいか対策ツール」-安全対策における不遵守の検討- 

雑　　誌　　名 日本品質管理学会年次大会講演・研究発表要旨集 

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.39：P203－206

著者名（共著者全員記入） 飯田修平 (東京都医療保健協 練馬総合病院) 

論　　文　　名
中小病院の電子カルテ導入術導入・稼働成功への指針を示す 病院に
おける情報システム導入の留意点 失敗しないための方策を考える

雑　　誌　　名 月刊新医療

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.36No.7：P36－38

著者名（共著者全員記入）
永井庸次, 根本広子 (水戸総合病院), 中條武志 (中央大), 鈴木秀
一 (河北総合病院), 飯田修平 (東京都医療保健協 練馬総合病院)

論　　文　　名 病院業務における「まぁ,いいか」(意図的不遵守)防止ツールの提案

雑　　誌　　名 日本品質管理学会研究発表会研究発表要旨集

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.89：P73－76

著者名（共著者全員記入）

佐伯みか, 飯田修平, 光藤義郎, 中條武志, 永井庸次 (医療経営の
総合的「質」研究会), 佐伯みか, 飯田修平 (東京都医療保健協練馬
総合病院), 光藤義郎 (JUKI), 中條武志 (中央大), 永井庸次 (水戸
総合病院)

論　　文　　名 「医療のTQM七つ道具(仮称)」に関する検討 

雑　　誌　　名 日本品質管理学会研究発表会研究発表要旨集

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.89：P77－80

著者名（共著者全員記入）
手術室における安全確保を目的とした業務プロセスの再構築 I 手術
室における業務フローモデルの検討

論　　文　　名
飯田修平, 小谷野圭子 (東京都医療保健協 練馬総合病院), 永井庸
次 (水戸総合病院), 島袋勉 (仁愛会 浦添総合病院), 成松亮
(NTTPCコミュニケーションズ)

雑　　誌　　名 日本品質管理学会研究発表会研究発表要旨集

年（西暦）；巻：ﾍﾟｰｼﾞ 2009年；Vol.89：P221－224



著者名（共著者全員記入） 飯田修平

論　　文　　名 医療IT化の行方 病院情報システム構築の現状と問題点 

雑　　誌　　名 病院
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