
学会発表 

1. 第 55回日本透析医学会学術集会・総会 H22.6.18-20 

血液浄化療法で救命し得た脾臓摘出後の劇症型肺炎球菌感染症の一症例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、高澤一男、横田一樹、川口貴行、茂山豊、金光律和、

来田和久、廣末好昭、後藤武男 

 

2. 第 191回日本内科学会近畿地方会例会 H22.6.12 京都 

当院で経験した DIC・多臓器不全を伴う EB virus 感染症の成人例 

高砂市民病院内科  

竹本利行，井垣直哉，横田一樹，川口貴行，茂山 豊，高澤一男，金光律和，

来田和久，廣末好昭，後藤武男 

 

3. 第 191回日本内科学会近畿地方会例会 H22.6.12 京都 

Hamman症候群を契機に診断された１型糖尿病の 1例 

高砂市民病院内科  

川口貴行，井垣直哉，横田一樹，竹本利行，茂山 豊，高沢一男，金光律和，

来田和久，廣末好昭，後藤武男 

 

4. 第 53回日本糖尿病学会年次学術集会 H22.5.27-29 岡山 

膵臓の CT値と血糖上昇要因の関係の解析 

高砂市民病院内科、 岡山県立大学栄養内科学、神戸大学大学院医学研究科

糖尿病・代謝・内分泌内科 

横田一樹、福島光夫、井垣直哉、竹本利行、川口貴行、茂山豊、木下真一、

高澤一男、金光律和、来田和久、廣末好昭、後藤武男、清野進 

 

5. 第 46回日本糖尿病学会近畿地方会 H21.11.3、京都 

膵臓の CT値と血糖上昇要因の関係の解析 

高砂市民病院 内科、 岡山県立大学栄養内科学、神戸大学大学院医学研究

科糖尿病・代謝・内分泌内科 

横田一樹、福島光夫、竹本利行、川口貴行、茂山豊、高澤一男、廣末好昭、

井垣直哉、後藤武男、清野進 

 

http://member.naika.or.jp/member/content/endai/view_endai.aspx?Target=7&Kaisu=191&AbstNo=41&ID=1DE
http://member.naika.or.jp/member/content/endai/view_endai.aspx?Target=7&Kaisu=191&AbstNo=37&ID=1D6


6. 第３９回日本腎臓学会西部学術大会 H21.10.16-10.17、和歌山 

シクロスポリンが著効したステロイド抵抗性 IgM腎症が疑われた一症例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、横田一樹、川口貴行、茂山豊、高澤一男、来田和久、

廣末好昭、後藤武男 

 

7. 第 189回日本内科学会近畿支部地方会 H21.9.26 大阪 

急性下肢動脈塞栓症を契機に診断された AL アミロイド腎症の 1例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、横田一樹、川口貴行、茂山豊、高澤一男、金光律和、

来田和久、廣末好昭、後藤武男 

 

8. 第 188回日本内科学会近畿支部地方会 H21.6.6 大阪 

当院で経験した急性リン酸腎症の 1例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、横田一樹、川口貴行、茂山豊、高澤一男、来田和久、

廣末好昭、後藤武男 

 

9. 第 45回日本糖尿病学会近畿地方会 H20.11.22 神戸 

皮下脂肪･内臓脂肪の減量にて著明な改善が得られた肥満心筋症の一例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、茂山豊、高澤一男、来田和久、廣末好昭、後藤武男 

 

10. 第 38回日本腎臓学会西部学術大会 H20.9.26-27 名古屋 

扁摘ステロイドパルス療法が奏効した IgA 腎症予後不良群の二例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、後藤武男 

 

 

11. 第 53回日本透析医学会学術集会 H20.6.20-22神戸 

EBV感染による日和見リンパ腫が考えられた HCV陽性維持透析患者の一例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、高澤一男、来田和久、廣末好昭、後藤武男 

 



12. 第 78回日本内視鏡学会近畿地方会 H19.3.3 大阪 

    多発性大腸転移が疑われた進行胃癌の 1例 

高砂市民病院内科 

横田一樹、井垣直哉、後藤俊介、竹本利行、藤岡武人、工藤仁、萩原良輔、

来田和久、廣末好昭、玉田文彦,後藤武男 

 

13. 第 78回日本内視鏡学会近畿地方会 H19.3.3 大阪 

  第 13因子補充が著効したアレルギー性紫斑病の一例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、玉田文彦,後藤武男 

 

14. 第 86回日本消化器病学会近畿支部例会 H19.2.17京都 

  HCV-RNA定性陰性の HCVキャリアから急性増悪した慢性 C型肝炎の 1例 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、横田一樹、竹本利行、藤岡武人、工藤仁、萩原良輔、来田和久、

廣末好昭、井垣直哉、玉田文彦,後藤武男 

 

15. 第 181回日本内科学会近畿地方会 H18.12.2 大阪 

  直腸癌を合併した放射線性大腸炎の 1例 

高砂市民病院内科 

横田一樹, 井垣直哉, 玉田文彦, 後藤武男 

 

16. 第 43回日本糖尿病学会近畿地方会 H18.11.18 京都 

    2型糖尿病における CT値による脂肪肝の評価と背景因子比較 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、後藤俊介、横田一樹、藤岡武人、工藤仁、萩原良輔、

来田和久、廣末好昭、後藤武男  

 

17. 第 43回日本糖尿病学会近畿地方会 H18.11.18 京都 

    2型糖尿病患者において活性型高分子量アディポネクチン値は腎機能と逆

相関する 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、井垣直哉、駒場大峰、横田一樹、竹本利行、田中真紀、藤岡武

人、工藤仁、萩原良輔、来田和久、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 



 

18. 第 36回日本腎臓学会西部学術大会 H18.9.29-9.30 熊本 

特異的な肺病変を呈した Goodpasture症候群の 1剖検例 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男 

 

19. 第 36回日本腎臓学会西部学術大会 H18.9.29-9.30 熊本     

胸膜炎により発見された顕微鏡的多発血管炎の 1例 

高砂市民病院内科 

横田一樹、井垣直哉、後藤俊介、玉田文彦、後藤武男 

 

20. 第 36回日本腎臓学会西部学術大会 H18.9.29-9.30 熊本  

    急速進行性糸球体腎炎を呈した成人発症紫斑性腎炎の一例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、後藤武男 

 

21. 第 77回日本内視鏡学会近畿地方会 H18.9.23 京都  

  血管塞栓術により止血し得た脾動脈に穿通した胃潰瘍の 2症例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、後藤武男 

 

22. 第 85回日本消化器病学会近畿支部例会 H18.9.9 大阪 

  重症肝障害を契機に診断された抗核抗体弱陽性の NASHの急性増悪例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、横田一樹、後藤俊介、藤岡武人、萩原良輔、工藤仁、

来田和久、廣末好昭、後藤武男 

 

23. 第 180回日本内科学会近畿地方会 H18.9.2 京都 

診断に苦慮した食道小細胞癌の一剖検例 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男 

 

24. 第 51回日本透析医学会学術集会・総会 H18.6.23-6.25 横浜 

    血液透析患者における活性型高分子量アデイポネクチン測定の意義につい



て 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男 

 

25. 第 51回日本透析医学会学術集会・総会 H18.6.23-6.25 横浜 

  血液透析患者における脳血管障害と血圧日内リズム 

高砂市民病院内科 

横田一樹、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男 

 

26. 第 179回日本内科学会近畿地方会 H18.6.10 神戸 

  SLEに伴うループス腎炎による維持透析患者の calciphylaxisの１剖検例 

高砂市民病院内科 

横田一樹、井垣直哉、駒場大峰、後藤俊介、竹本利行、来田和久、廣末好

昭、玉田文彦、後藤武男 

 

27. 第 103回日本内科学会総会 H18.4.14-4.16 横浜 

2型糖尿病患者において活性型高分子量ｱﾃﾞｨﾎﾟﾈｸﾁﾝ値は腎機能と逆相関す

る 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、後藤俊介、横田一樹、竹本利行、田中真紀、来田和

久、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

28. 第 76回日本内視鏡学会近畿地方会 H18.3.4 大阪 

  診断に苦慮した好酸球性腸炎の一例 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男 

 

29. 第 76回日本内視鏡学会近畿地方会 H18.3.4 大阪 

    直腸病変を呈さず、急速増悪した潰瘍性大腸炎の一例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男 

 

30. 第 84回日本消化器病学会近畿支部例会 H18.2.25 神戸 

  多発性肝腫瘍により発見された Hodgkinリンパ腫の 1症例 

高砂市民病院内科 



横田一樹、井垣直哉、駒場大峰、後藤俊介、竹本利行、田中真紀、前田賢

吾、来田和久、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

31. 第 178回日本内科学会近畿地方会 H17.12.3 京都 

  メトトレキサートによる汎血球減尐をロイコボリン投与により rescueでき

た関節リウマチの 1症例 

高砂市民病院 内科 

横田一樹, 井垣直哉, 玉田文彦, 後藤武男 

 

32. 第 42回日本糖尿病学会近畿地方会 H17.11.5 大阪 

    脂肪萎縮性糖尿病類似症例の一例 －ピオグリタゾン、メトホルミンに対

する反応性の違いー 

高砂市民病院内科 

田中真紀、井垣直哉、横田一樹、駒場大峰、後藤俊介、竹本利行、    

前田賢吾、来田和久、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

33. 第 42回日本糖尿病学会近畿地方会 H17.11.5 大阪 

    nasal CPAP導入により早朝高血圧の改善を認めた 1型糖尿病性腎症血液透

析患者の一例 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、後藤俊介、横田一樹、竹本利行、田中真紀、    

前田賢吾、来田和久、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

34. 第 42回日本糖尿病学会近畿地方会 H17.11.5 大阪 

    異常出生体重児と若年発症 2型糖尿病の 2例 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、駒場大峰、横田一樹、竹本利行、田中真紀、前田賢吾、     

来田和久、廣末好昭、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男  

 

35. 第 42回日本糖尿病学会近畿地方会 H17.11.5 大阪 

    肝内・傍脊柱・腎周囲膿瘍を認めたコントロール不良の 2型糖尿病の 1症

例 

高砂市民病院内科 

横田一樹、井垣直哉、田中真紀、駒場大峰、後藤俊介、竹本利行、    

前田賢吾、来田和久、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 



36. 第 35回日本腎臓学会西部学術大会 H17.9.30-10.1 長崎 

膜性腎症合併胃癌に対し術前 ECUMにより根治手術が可能となった一例 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、門口啓、後藤俊介、土居久子、竹本利行、田中真紀、

前田賢吾、来田和久、杉本裕、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

37. 第 25回兵庫県透析研究会 H17.10.23 神戸 

血液透析患者における心血管系合併症の予後予測因子としての Ankle 

Branchial Blood Pressure Index の有用性 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、後藤俊介、横田一樹、竹本利行、田中真紀、    

前田賢吾、来田和久、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

38. 第 35回日本腎臓学会西部学術大会 H17.9.30-10.1 長崎 

    ネフローゼ症候群を呈した溶連菌感染後糸球体腎炎(PSAGN)で微尐変化群

様の光顕像を呈した 1例 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、門口啓、井垣直哉、駒場大峰、土居久子、竹本利行、田中真紀、

前田賢吾、来田和久、杉本裕、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

39. 第 35回日本腎臓学会西部学術大会 H17.9.30-10.1 長崎 

    紫斑性腎炎経過中に急性溶連菌感染後糸球体腎炎併発例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、後藤俊介、駒場大峰、土居久子、田中真紀、廣末好

昭、後藤武男 

 

40. 第 177回日本内科学会近畿地方会 H17.9.10 大阪 

  人工血管グラフト血栓吸引洗浄中に小脳梗塞を来した血液透析患者の 1例 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、門口啓、井垣直哉、後藤武男  

 

41. 第 83回日本消化器病学会近畿支部例会 H17.9.3 大阪 

  Groove pancreatitis を惹起した膵癌の一例 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、後藤俊介、土居久子、竹本利行、田中真紀、前田賢

吾、来田和久、杉本裕、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 



 

42. 第 9回兵庫県腎疾患治療懇話会 H17.7.15 神戸 

  膜性腎症合併胃癌に対し術前 ECUMにより根治手術が可能となった一例 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、後藤俊介、竹本利行、田中真紀、廣末好昭、玉田文

彦、後藤武男 

 

43. 第 50回日本透析医学会学術集会・総会 H17.6.24-6.26 横浜 

    維持血液透析患者での左室肥大に対するアデイポネクチンの影響について 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、井垣直哉、後藤武男 

 

44. 第 50回日本透析医学会学術集会・総会 H17.6.24-6.26 横浜 

  血液透析患者における心血管系合併症の予後予測因子としての Ankle 

Branchial Blood Pressure Index の有用性 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、後藤武男 

 

45. 第 48回日本腎臓学会総会 H17.6.23-6.25 横浜 

  血液透析患者におけるアデイポネクチン・高感度 CRPと心血管合併症に関

する検討 

高砂市民病院内科 

田中真紀、井垣直哉、後藤武男 

 

46. 第 176回日本内科学会近畿地方会 H17.6.4 大阪 

  不明熱の原因として感染性腎動脈瘤と感染性腎嚢胞の鑑別が困難であった

透析患者の 1例 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、後藤俊介、土居久子、門口啓、竹本利行、田中真紀、

廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

47. 第 91回日本消化器病総会 H17.4.14-4.16 東京 

  脂肪変性を伴う C型慢性肝炎の IFN治療抵抗性についての検討 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、後藤武男 

 



48. 第 102回日本内科学会総会 H17.4.7-4.9 大阪 

血液透析患者におけるアヂィポネクチンと心血管合併症に関する検討 

高砂市民病院内科 

田中真紀、井垣直哉、後藤武男 

 

49. 第 102回日本内科学会総会 H17.4.7-4.9 大阪 

  維持透析患者における高感度 CRPと脳・心血管病変による予後に関する検

討 

高砂市民病院内科 

門口啓、井垣直哉、後藤武男 

 

50. 第 74回日本内視鏡学会近畿地方会 H17.3.5 大阪 

    肝細胞癌の胆道浸潤による胆道出血により急性閉塞性化膿性胆管炎を来た

した 1例 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、田中真紀、井垣直哉、駒場大峰、土居久子、門口啓、竹本利行、

前田賢吾、来田和久、杉本裕、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

51. 第 82回日本消化器病学会近畿支部例会 H17.2.26 京都 

  Reye症候群発症後、急性肝障害を繰り返した一例 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、後藤俊介、土居久子、門口啓、竹本利行、田中真紀、

前田賢吾、来田和久、杉本裕、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

52. 第 175回日本内科学会近畿地方会 H16.12.18 京都 

  両側水腎症で発症し、後腹膜繊維症と鑑別困難であった尿膜管由来膀胱腺

癌の症例 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、竹本利行、門口啓、井垣直哉、後藤武男 

 

53. 第 41回日本糖尿病学会近畿地方会 H16.11.6 大阪 

    低出生体重時から発症したインスリン抵抗性を有する若年性糖尿病の 2症

例 

高砂市民病院内科 

田中真紀、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男 

 



54. 第 41回日本糖尿病学会近畿地方会 H16.11.6 大阪 

糖尿病性腎症による透析患者に合併した MRSA化膿性脊椎炎の一例 

高砂市民病院内科 

駒場大峰、井垣直哉、門口啓、竹本利行、田中真紀、前田賢吾、 

来田和久、杉本裕、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

55. 第 24回兵庫県透析研究会 H16.10.17 神戸 

  維持血液透析患者における脳・心血管病変の予後予測因子としての高感度

CRPの有用性について 

高砂市民病院内科 

後藤俊介、門口啓、井垣直哉、駒場大峰、土居久子、竹本利行、田中真紀、

前田賢吾、来田和久、日野泰久、杉本裕、廣末好昭、玉田文彦、後藤武男 

 

56. 第 34回日本腎臓学会西部学術大会 H16.10.1-10.2 

   ステロイドが著効したネフローゼ症候群で急性発症した IgA腎症の一例 

高砂市民病院内科 

田中真紀、井垣直哉、土居久子、竹本利行、門口啓、玉田文彦、後藤武男 

 

57. 第 34回日本腎臓学会西部学術大会 H16.10.1-10.2 

    両側水腎症を来たした尿膜管由来膀胱腺癌の症例 

高砂市民病院内科 

竹本利行、井垣直哉、土居久子、田中真紀、門口啓、王水鈴、大山美納

子、高嶋基嗣、粕本博臣、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、後藤

武男 

 

58. 第 34回日本腎臓学会西部学術大会 H16.10.1-10.2 

抗痙攣剤長期内服による低 Ca血症によって増悪した二次性副甲状腺機能亢

進症に急性心筋梗塞を合併した 1例 

高砂市民病院内科 

土居久子、井垣直哉、門口啓、竹本利行、田中真紀、王水鈴、大山美納

子、高嶋基嗣、粕本博臣、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、後藤

武男 

 

59. 第 34回日本腎臓学会西部学術大会 H16.10.1-10.2 

    アルガトロバンが奏効したネフローゼ症候群に合併した上矢状静脈洞血栓

症の一例   



高砂市民病院内科  

門口啓、井垣直哉、土居久子、竹本利行、田中真紀、王水鈴、大山美納

子、高嶋基嗣、粕本博臣、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、後藤

武男 

 

60. 第 174回日本内科学会近畿地方会 H16.9.25 大阪 

  抗痙攣剤長期内服による低 Ca血症によって増悪した二次性副甲状腺機能亢

進症に急性心筋梗塞を合併した 1例 

高砂市民病院内科  

土居久子、井垣直哉、玉田文彦、後藤武男 

 

61. 第 73回日本内視鏡学会近畿地方会 H16.9.18 大阪 

  B-RTO後にて portal hypertensive enteropathy が顕在化した B型肝硬変の

一例 

高砂市民病院内科  

土居久子、井垣直哉、王水鈴、玉田文彦、後藤武男 

 

62. 第 81回日本消化器病学会近畿支部例会 H16.9.11 京都 

  貧血・高脂血症を呈した原因不詳の重症急性肝障害の一例 

高砂市民病院内科  

竹本利行、井垣直哉、土居久子、田中真紀、門口啓、来田和久、日野泰

久、坂井誠、玉田文彦、後藤武男 

 

63. 第 49回日本透析医学学会学術集会・総会 H16.6.18-20 神戸 

    維持透析患者における高感度 CRP測定意義について 

高砂市民病院内科  

門口啓、井垣直哉、後藤武男 

 

64. 第 49回日本透析医学学会学術集会・総会 H16.6.18-20 神戸 

    透析従事者の認識すべき病態～ヘパリン依存性血小板減尐症(HIT)の二例 

高砂市民病院内科  

田中真紀、井垣直哉、坂井誠、玉田文彦、後藤武男 

 

65. 第 49回日本透析医学学会学術集会・総会 H16.6.18-20 神戸 

    透析患者における心血管障害発症の危険因子としての血管石灰化の意義 

高砂市民病院内科  



竹本利行、大山美納子、井垣直哉、土居久子、門口啓、田中真紀、王水

鈴、高嶋基嗣、粕本博臣、来田和久、日野泰久、玉田文彦、後藤武男 

 

66. 第 49回日本透析医学学会学術集会・総会 H16.6.18-20 神戸 

    血液透析患者の心血管系合併症における血清リン管理の重要性 

高砂市民病院内科  

高嶋基嗣、井垣直哉、後藤武男 

 

67. 第 49回日本透析医学学会学術集会・総会 H16.6.18-20 神戸 

  維持血液透析患者に妊娠を合併し自然分娩に成功した一例 

高砂市民病院内科  

土居久子、井垣直哉、坂井誠、後藤武男 

 

68. 173回日本内科学会近畿地方会 H16.6.5 大阪 

  青汁製剤摂取を契機に急性肝障害を来した自己免疫性肝炎(AIH)疑診例 

高砂市民病院内科  

門口啓、井垣直哉、土居久子、竹本利行、田中真紀、高嶋基嗣、来田和久、

日野泰久、玉田文彦、後藤武男 

 

69. 第 47回日本腎臓学会学術総会 H16.5.27-29 栃木 

  血液透析患者における動脈硬化の指標としての高感度 CRP測定の有用性に

関する検討 

高砂市民病院 内科 

  門口啓、井垣直哉、後藤武男 

 

70. 第 47回日本腎臓学会学術総会 H16.5.27-29 栃木 

  血液透析患者におけるアヂィポネクチンと予後に関する検討 

高砂市民病院 内科 

  高嶋基嗣、井垣直哉、後藤武男 

 

71. 第 47回日本糖尿病学会年次学術集会 H16.5.13-15 東京 

    脂肪肝を伴う 2型糖尿病患者に対する塩酸 Metformin効果について-脂肪肝

と肝臓インスリン抵抗性- 

高砂市民病院内科  

王水鈴、井垣直哉、土居久子、竹本利行、門口啓、田中真紀、粕本博臣、

大山美納子、高嶋基嗣、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、後藤武



男 

 

72. 第 47回日本糖尿病学会年次学術集会 H16.5.13-15 東京 

  糖尿病、非糖尿病腎不全患者における心血管系合併症の予後予測因子とし

てのアデイポネクチンの有用性 

  高砂市民病院 内科 

  高嶋基嗣、井垣直哉、後藤武男 

 

73. 第 90回日本消化器病学会総会 H16.4.21-23 仙台 

    E-Cadherinの silent germline mutation を認めた家族性胃癌の一例 

高砂市民病院 内科 

  高嶋基嗣、井垣直哉、後藤武男 

 

74. 第 90回日本消化器病学会総会 H16.4.21-23 仙台 

  急性肝障害をきたした症例における基礎疾患としての fatty liver disease

の意義 

高砂市民病院内科  

王水鈴、井垣直哉、高嶋基嗣、大山美納子、来田和久、日野泰久、坂井

誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

75. 第 101回日本内科学会総会 H16.4.8-10 東京 

  透析患者における心血管障害発症危険因子としての血管石灰化の意義 

高砂市民病院内科  

大山美納子、井垣直哉、王水鈴、高嶋基嗣、来田和久、日野泰久、坂井誠、

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

76. 第 72回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H16.3.6 奈良 

  左側門脈圧亢進症による胃静脈瘤破裂を契機に発見された胆管細胞癌の一  

  例 

高砂市民病院内科  

田中真紀、大山美納子、井垣直哉、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武

男 

 

77. 第 80回日本消化器病学会近畿支部例会 H16.2.21 大阪 

  B型肝硬変に肝肺症候群( Hepatopulmonary syndrome)及び肺高血圧を合併

した一例 



高砂市民病院内科  

田中真紀、王水鈴、井垣直哉、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

78. 第 172回日本内科学会近畿地方会 H15.12.20 和歌山 

  急性増悪を繰り返した非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の一例 

高砂市民病院内科  

竹本利行、王水鈴、井垣直哉、大山美納子、高嶋基嗣、来田和久、日野泰

久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

79. 第 33回日本腎臓学会西部学術大会 H15.10.23-24 名古屋 

    二次性肺高血圧をきたした polyangiitis overlap syndrome の疑診例 

高砂市民病院内科  

王水鈴、井垣直哉、高嶋基嗣、大山美納子、柳瀬公彦、日野泰久、坂誠、

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

80. 第 33回日本腎臓学会西部学術大会 H15.10.23-24 名古屋 

    糖尿病性腎症による透析患者に合併した MRSA化膿性脊椎炎の一例 

高砂市民病院内科  

高嶋基嗣、井垣直哉、王水鈴、大山美納子、柳瀬公彦、日野泰久、坂井

誠、老籾宗忠、後藤武男 

 

81. 第 33回日本腎臓学会西部学術大会 H15.10.23-24 名古屋 

    治療抵抗性の末梢神経障害を合併した wegener 肉芽腫症の一例 

高砂市民病院内科  

大山美納子、井垣直哉、王水鈴、高嶋基嗣、川口貴之、松田友和、 

木田有利、柳瀬公彦、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

82. 第 33回日本腎臓学会西部学術大会 H15.10.23-24 名古屋 

  リウマトイド因子陽性糖尿病患者に対してステロイドが著効した急速進行

性糸球体腎炎様発症した IgA腎症の一例 

高砂市民病院内科  

柳瀬公彦、粕本博臣、坂井誠、井垣直哉、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

83. 第 171回日本内科学会近畿地方会 !5.9.27 大阪 

  肝腫瘍を合併した PR-3 ANCA 陰性であった Wegener肉芽腫症の一例 



高砂市民病院内科  

大山美納子、井垣直哉、来田和久、王水鈴、高嶋基嗣、日野泰久、坂井誠、

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

84. 第 15回兵庫県 ROD 懇話会 H15.9.20 神戸 

  血液透析患者における vascular calcification と夜間高血圧、morning 

surgeおよび IMT との相関 

高砂市民病院内科  

大山美納子、井垣直哉、土居久子、田中真紀、門口啓、竹本利行、 

王水鈴、高嶋基嗣、粕本博臣、柳瀬公彦、来田和久、日野泰久、坂井誠、

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

85. 第七回兵庫県腎疾患治療懇話会 H15.7.18 神戸 

  MPO-ANCA関連腎炎における血漿交換の意義 

高砂市民病院内科  

柳瀬公彦、粕本博臣、高嶋基嗣、坂井誠、井垣直哉、老籾宗忠、後藤武男 

 

86. 第 48回日本透析医学会学術集会 H15.6.20-22 大阪 

    当院血液透析患者におけるインスリン抵抗性の検討 

高砂市民病院内科  

高嶋基嗣、井垣直哉、柳瀬公彦、来田和久、日野泰久、坂井誠、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

87. 第 48回日本透析医学会学術集会 H15.6.20-22 大阪 

    当院における血液透析患者の認知能と臨床像の検討 

高砂市民病院内科  

王水鈴、井垣直哉、高嶋基嗣、大山美納子、川口貴之、松田友和、 

木田有利、柳瀬公彦、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

88. 第 48回日本透析医学会学術集会 H15.6.20-22 大阪 

    透析患者における血管の石灰化と 24時間血圧の日内変動パターンとの相関

―24時間血圧計 ABPMを用いての検討― 

高砂市民病院内科  

大山美納子、井垣直哉、王水鈴、高嶋基嗣、川口貴之、松田友和、 

木田有利、柳瀬公彦、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、 



後藤武男 

 

89. 第 48回日本透析医学会学術集会 H15.6.20-22 大阪 

  当院における高 Ca血症をきたした維持透析患者の検討 

高砂市民病院内科  

柳瀬公彦、井垣直哉、木田有利、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

90. 第 46回日本糖尿病学会年次学術集会 H15.5.22-24 富山 

    Fatty liver disease の改善効果とインスリン抵抗性改善作用よりみた

pioglitazone長期投与の意義と問題点 

高砂市民病院内科  

日野泰久、坂井誠、井垣直哉、王水鈴、大山美納子、高嶋基嗣、川口貴之、 

松田友和、木田有利、柳瀬公彦、来田和久、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

91. 第 46回日本糖尿病学会年次学術集会 H15.5.22-24 富山 

  Fatty liverを伴う糖尿病患者に対する Pioglitazone及び Metoforminの作

用の相違について 

高砂市民病院内科  

川口貴之、井垣直哉、日野泰久、王水鈴、大山美納子、高嶋基嗣、 

松田友和、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

92. 第 46回日本糖尿病学会年次学術集会 H15.5.22-24 富山 

  ketotic hyperglycemia を来した糖尿病患者の臨床像 

高砂市民病院内科  

松田友和、井垣直哉、川口貴之、王水鈴、大山美納子、高嶋基嗣、 

来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

93. 第 46回日本腎臓学会総会 H15.5.22-24 東京 

    透析患者における相対的副甲状腺機能低下症の病態意義について 

  高砂市民病院内科  

  木田有利、井垣直哉、柳瀬公彦、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、

老籾宗忠、後藤武男 

 

94. 第 46回日本腎臓学会総会 H15.5.22-24 東京 



  MPO-ANCA関連腎炎における血漿交換の意義 

  高砂市民病院内科  

  柳瀬公彦、井垣直哉、木田有利、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、

老籾宗忠、後藤武男 

 

95. 第 100回日本内科学会 H15.4.1-3 福岡 

  ketotic hyperglycemia を来した糖尿病患者の臨床像 

  高砂市民病院内科  

  松田友和、井垣直哉、川口貴之、来田和久、日野泰久、坂井誠、老籾宗忠、

後藤武男 

 

96. 第 100回日本内科学会 H15.4.1-3 福岡 

  インスリン抵抗性と non-alcoholic steatohepatitis－pioglitazone によ

る肝 transaminase 値改善効果の検討 

  高砂市民病院内科  

  川口貴之、井垣直哉、日野泰久、高嶋基嗣、王水鈴、松田友和、来田和久、

坂井誠、老籾宗忠、後藤武男 

 

97. 第 48回兵庫県腎臓研究会 H15.3.8 神戸 

  抗 GBM抗体型急速進行性糸球体腎炎における血漿交換の意義 

  高砂市民病院内科  

  柳瀬公彦、木田有利、川口貴之、松田友和、来田和久、日野泰久、坂井誠、

井垣直哉、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

98. 第 71回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H15.3.8 大阪 

  総胆管十二指腸ろうと鑑別を要した膵仮性嚢胞の十二指腸下行脚への穿破 

  例 

高砂市民病院内科  

王水鈴、井垣直哉、高嶋基嗣、大山美納子、川口貴之、松田友和、 

木田有利、柳瀬公彦、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

99. 第 71回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H15.3.8 大阪 

  十二指腸乳頭部に転移を来した大腸癌の一例 

高砂市民病院内科  

大山美納子、川口貴之、井垣直哉、王水鈴、高嶋基嗣、松田友和、 



来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

100. 第 71回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H15.3.8 大阪 

  シェーグレン症候群および潰瘍性大腸炎寛解期に合併した腸管気腫性嚢胞 

  症の２症例 

高砂市民病院内科  

高嶋基嗣、井垣直哉、王水鈴、大山美納子、川口貴之、松田友和、 

木田有利、柳瀬公彦、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

101. 第 78回 日本消化器病学会近畿支部例会 H15.2.15  神戸 

膵炎精査中に小腸穿孔にて判明した小腸原発悪性リンパ腫の１例  

高砂市民病院内科  

高嶋基嗣、井垣直哉、王水鈴、松田友和、川口貴之、木田有利、柳瀬公彦、 

来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

102. 第 78回 日本消化器病学会近畿支部例会 H15.2.15  神戸 

妊娠後期に急性増悪を呈した B型肝炎キャリアーの一例  

高砂市民病院内科  

王水鈴、松田友和、井垣直哉、高嶋基嗣、大山美納子、川口貴之、 

来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

103. 第 78回 日本消化器病学会近畿支部例会 H15.2.15  神戸 

進行胃癌術後に発症した直腸粘液癌の一例  

高砂市民病院内科  

来田和久、井垣直哉、王水鈴、大山美納子、高嶋基嗣、川口貴之、 

松田友和、木田有利、柳瀬公彦、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

104. 第 78回 日本消化器病学会近畿支部例会 H15.2.15  神戸 

腸生検上日本住血吸虫卵を認め、感染性腸炎及び炎症性腸疾患との鑑別が

困難であった indeterminate colitis の一例  

高砂市民病院内科  

大山美納子、井垣直哉、松田友和、王水鈴、高嶋基嗣、川口貴之、 

来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 



105. 第 169回 日本内科学会近畿地方会 H14.12.14 大阪 

糖尿病性腎症の透析導入期に発症した HIT(Heparin-induced 

thrombocytopenia)の 2症例 

高砂市民病院 内科  

松田友和、井垣直哉、川口貴之、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

106. 第 21回日本アフェレーシス学会関西地方会 H14.12.7 京都 

  抗 GBM抗体型急速進行性糸球体腎炎における血漿交換の意義 

  高砂市民病院内科  

  柳瀬公彦、木田有利、川口貴之、松田友和、来田和久、日野泰久、坂井誠、

井垣直哉、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

107. 第 39回 日本糖尿病学会近畿地方会 H14.11.23  和歌山 

  糖尿病性無力膀胱により片側性腎周囲膿瘍及び敗血症を合併した SPIDDMの

一例 

  高砂市民病院内科  

  高嶋基嗣、王水鈴、後藤武男、老籾宗忠、玉田文彦、井垣直哉、坂井誠、

日野泰久、来田和久、松田友和、川口貴之 

 

108. 第 39回 日本糖尿病学会近畿地方会 H14.11.23  和歌山 

  ANCA関連腎炎を合併した糖尿病の 1例 

  高砂市民病院内科  

  大山美納子、川口貴之、松田友和、来田和久、日野泰久、坂井誠、井垣直

哉、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

109. 第 39回 日本糖尿病学会近畿地方会 H14.11.23  和歌山 

  腎不全におけるインスリン抵抗性の機序について 

  高砂市民病院内科  

  高嶋基嗣、王水鈴、大山美納子、川口貴之、松田友和、日野泰久、坂井誠、

井垣直哉、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

110. DDW-Japan 2002 Yokohama H14.10.24-27 横浜 

  自己免疫性膵炎の補助診断指標における P-ANCAの有用性 

高砂市民病院内科 

川口貴之、井垣直哉、松田友和、竹田章彦、木下真一、矢谷宏文、木田有



利、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

111. DDW-Japan 2002 Yokohama H14.10.24-27 横浜 

  結腸浸潤、多発性肝転移、局所再発を来した空腸原発 malignant GIST に対

するチロシンキナーゼ阻害剤(STI-571)の有効性 

高砂市民病院内科 

松田友和、竹田章彦、井垣直哉、木下真一、矢谷宏文、木田有利、森口林

太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

112. 第 32回 日本腎臓病学会西部学術大会 H14.10.4-5 和歌山 

治療に難渋したネフローゼ症候群を呈した HCV関連腎症の 1例 

高砂市民病院内科 

木田有利、井垣直哉、松田友和、川口貴之、竹田章彦、矢谷宏文、 

木下真一、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

113. 第 32回 日本腎臓病学会西部学術大会 H14.10.4-5 和歌山 

紫斑性腎炎と IgA 腎炎との相違点に関する考察 

高砂市民病院内科 

松田友和、井垣直哉、川口貴之、木田有利、来田和久、日野泰久、坂井誠、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

114. 第 32回 日本腎臓病学会西部学術大会 H14.10.4-5 和歌山 

ネフローゼ症候群に合併した上矢状静脈洞血栓症の 1例 

高砂市民病院内科 

川口貴之、井垣直哉、森口林太郎、松田友和、木田有利、坂井誠、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

115. 第 168回 日本内科学会近畿地方会 H14.9.21 大阪 

悪性腫瘍随伴網膜症(cancer-associated retinopathy, CAR)を呈した原発

巣不明転移性骨髄小細胞癌の一例 

高砂市民病院 内科  

川口貴之、井垣直哉、森口林太郎、松田友和、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

  同病理部 伊東宏 

 

116. 第 47回日本透析医学会学術集会 H14.7.19-21 東京 



  透析患者におけるインスリン抵抗性と心血管病変危険度についての検討 

高砂市民病院内科  

日野泰久、坂井誠、井垣直哉、竹田章彦、木下真一、矢谷宏文、木田有利、

森口林太郎、来田和久、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

117. 第 47回日本透析医学会学術集会 H14.7.19-21 東京 

  劇症型 A群溶連菌感染による TSLS (toxic shock like syndrome)の治療戦 

  略-血液浄化療法を駆使して- 

高砂市民病院内科  

川口貴之、井垣直哉、木下真一、木田有利、森口林太郎、坂井誠、 

後藤武男 

 

118. 第 47回日本透析医学会学術集会 H14.7.19-21 東京 

  透析患者における相対的副甲状腺機能低下症の病態意義について 

高砂市民病院内科  

木田有利、井垣直哉、川口貴之、松田友和、竹田章彦、木下真一、 

矢谷宏文、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

119. 第 47回日本透析医学会学術集会 H14.7.19-21 東京 

  当院における超高齢者の新規透析導入例の臨床的検討 

高砂市民病院内科  

松田友和、木田有利、森口林太郎、坂井誠、井垣直哉、後藤武男 

 

120. 第 167回日本内科学会近畿地方会 H14.6.22 大阪 

  急性腎不全を呈した原発性マクログロブリン血症(WM)の 1例 

高砂市民病院内科  

木田有利、森口林太郎、日野泰久、坂井誠、井垣直哉、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

121. 第 45回日本腎臓学会学術総会 H14.5.23-25  大阪 

  当院における急速進行性糸球体腎炎(RPGN)の臨床的検討及び治療戦略 

高砂市民病院内科  

森口林太郎、井垣直哉、木田有利、来田和久、日野泰久、坂井誠、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 



122. 第 45回日本腎臓学会学術総会 H14.5.23-25  大阪 

  難治性ネフローゼ症候群を呈する保存期腎不全の管理に対する問題点 

高砂市民病院内科  

竹田章彦、井垣直哉、木田有利、森口林太郎、日野泰久、坂井誠、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

123. 第 45回日本糖尿病学会年次学術集会  H14.5.17-19 東京 

  pioglitazoneによるインスリン抵抗性改善作用と fatty liver disease の

改善効果についての検討 

高砂市民病院内科  

  日野泰久、坂井誠、井垣直哉、川口貴之、松田友和、竹田章彦、木下真一、 

矢谷宏文、木田有利、森口林太郎、来田和久、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

124. 第 45回日本糖尿病学会年次学術集会 

  インスリン抵抗性と nonalcoholic fatty liver disease 

高砂市民病院内科  

  川口貴之、井垣直哉、松田友和、竹田章彦、木田有利、木下真一、 

矢谷宏文、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

125. 第 45回日本糖尿病学会年次学術集会 

  腎不全と血糖ホメオスタシスに関する考察 

高砂市民病院内科  

  松田友和、井垣直哉、川口貴之、竹田章彦、木田有利、木下真一、 

矢谷宏文、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

126. 日本内科学会総会・講演会 H14.3.28-30 名古屋 

劇症型 A群溶連菌感染による TSLS(toxic shock like syndrome)の診断・治

療戦略 

高砂市民病院内科  

  川口貴之、井垣直哉、日野泰久、松田友和、竹田章彦、木下真一、 

矢谷宏文、木田有利、森口林太郎、来田和久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 



127. 第 47回 兵庫県腎臓研究会 H14.3.9  神戸 

  急性腎不全を呈した原発性マクログロブリン血症の一例 

  高砂市民病院内科  

  木田有利、井垣直哉、松田友和、川口貴之、竹田章彦、矢谷宏文、 

木下真一、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

128. 第 68回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H14.3.2  京都 

  粘膜下腫瘍様形態を呈し腹膜播種をきたした胃原発未分化腺癌の１例 

  高砂市民病院内科  

  竹田章彦、井垣直哉、川口貴之、松田友和、木下真一、木田有利、 

矢谷宏文、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

129. 第 76回 日本消化器病学会近畿支部例会 H14.2.16  大阪 

十二指腸球部のリンパ濾胞過形成の臨床的意義  

高砂市民病院内科  

  松田友和、井垣直哉、矢谷宏文、川口貴之、竹田章彦、木下真一、 

木田有利、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

130. 第 76回 日本消化器病学会近畿支部例会 H14.2.16  大阪 

脂肪肝における急性肝障害～nonalcoholic steatohepatitis (NASH)の 

概念から  

高砂市民病院内科  

  川口貴之、井垣直哉、日野泰久、松田友和、竹田章彦、木下真一、 

矢谷宏文、木田有利、森口林太郎、来田和久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

131. 第 166回 日本内科学会近畿地方会 H13.12.22 京都 

劇症型 A群レンサ球菌感染症に対してエンドトキシン吸着療法・持続血液

濾過透析及び血漿交換療法により救命し得た一例 

高砂市民病院＜内科＞  

  木下真一、井垣直哉、竹田章彦、松田友和、川口貴之、矢谷宏文、 

木田有利、森口林太郎、来田和久、林孝典、日野泰久、岩田幸代、 

安住吉弘、坂井誠、尾家伸之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 



＜整形外科＞良原久浩 臼井康雄 ＜皮膚科＞加茂統良 

 

132. 第回 日本アフェレーシス学会 H13.12.8  神戸 

劇症型 A群レンサ球菌感染症に対してエンドトキシン吸着療法・持続血液

濾過透析及び血漿交換療法により救命し得た一例 

高砂市民病院＜内科＞  

  川口貴之、井垣直哉、竹田章彦、松田友和、木下真一、矢谷宏文、 

木田有利、森口林太郎、来田和久、林孝典、日野泰久、岩田幸代、 

安住吉弘、坂井誠、尾家伸之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

＜整形外科＞良原久浩 臼井康雄 ＜皮膚科＞加茂統良 

 

133. 第 29回 第二内科同門学術集談会 H13.12.8  神戸 

十二指腸原発悪性リンパ腫の診断方法・治療戦略についての考察  

高砂市民病院内科  

  松田友和、木下真一、井垣直哉、竹田章彦、川口貴之、矢谷宏文、 

木田有利、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

134. 第 12回 日本老年医学会近畿地方会 H13.11.10  神戸 

当院における高齢者の新規透析導入症例の臨床  

高砂市民病院内科  

  松田友和、川口貴之、竹田章彦、木田有利、矢谷宏文、木下真一、 

森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、井垣直哉、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

135. 第 38回 日本糖尿病学会近畿地方会 H13.11.10  大阪 

  著しい虚血性十二指腸炎を併発した 2型糖尿病患者の一例 

  高砂市民病院内科  

  矢谷宏文、井垣直哉、木田有利、木下真一、森口林太郎、来田和久、 

日野泰久、坂井誠、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

136. 第 9回日本消化器関連学会週間 第 43回日本消化器病学会 H13.10.17-20 

高砂市民病院内科  

  生検診断では MALT リンパ腫と鑑別が困難であった十二指腸球部原発

follicular lymphoma の 1例 

木下真一、井垣直哉、竹田章彦、矢谷宏文、矢谷宏文、茂山豊、 



田中陽一郎、廣田勇士、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

137. 第 31回 日本腎臓病学会西部学術大会 H13.10.5-6 金沢 

高砂市民病院内科  

  シクロホスファミドパルス療法が著効した半月体形成性ループス 

  腎炎の一例 

森口林太郎、井垣直哉、老籾宗忠、後藤武男 

 

138. 第 31回 日本腎臓病学会西部学術大会 H13.10.5-6 金沢 

高砂市民病院内科  

  著明な血小板減尐が見られた ANCA関連腎炎の一例 

木下真一、井垣直哉、老籾宗忠、後藤武男 

 

139. 第 67回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H13.10.6  大阪 

  腹側膵管欠損例に発症した急性重症膵炎の１例 

  高砂市民病院内科  

  矢谷宏文、井垣直哉、竹田章彦、木下真一、茂山豊、田中陽一朗、 

廣田勇士、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

140. 第 67回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H13.10.6  大阪 

  血液透析患者に発症した特異な内視鏡像を呈した胃カンジダ症の１例 

  高砂市民病院内科  

  竹田章彦、井垣直哉、矢谷宏文、木下真一、茂山豊、田中陽一朗、 

廣田勇士、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

141. 第 165回 日本内科学会近畿地方会 H13.9.22 大阪 

  長期間観察し得た Lemmel症候群に起因した 2次性硬化性胆管炎に特発性 

細菌性腹膜炎を併発した１例   

高砂市民病院内科  

矢谷宏文、井垣直哉、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

142. 第 75回 日本消化器病学会近畿支部例会 H13.9.8  大阪 

薬剤性肝障害と自己免疫性肝炎の鑑別が困難であった１例   



高砂市民病院内科  

  矢谷宏文、井垣直哉、松田友和、川口貴之、竹田章彦、木田有利、 

木下真一、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

143. 第 75回 日本消化器病学会近畿支部例会 H13.9.8  大阪 

小腸再発、結腸浸潤、多発肝転移をきたした空腸原発 GISTの長期生存例 

  高砂市民病院内科  

  竹田章彦、井垣直哉、松田友和、川口貴之、木田有利、矢谷宏文、 

木下真一、森口林太郎、来田和久、日野泰久、坂井誠、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

144. 第 5回 兵庫県腎疾患治療懇話会 H13.7.13 神戸 

  高砂市民病院内科  

内シャント閉塞を繰り返した膜性腎症ネフローゼ症候群の一例 

木下真一、井垣直哉、森口林太郎、竹田章彦、矢谷宏文、茂山豊、 

廣田勇士、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

145. 第 46回 日本透析医学会学術集会・総会 H13.6.22-24  大阪 

高砂市民病院内科  

  内シャント閉塞を繰り返した膜性腎症ネフローゼ症候群の一例 

木下真一、井垣直哉、森口林太郎、廣田勇士、坂井誠、秋山裕之、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

146. 第 46回 日本透析医学会学術集会・総会 H13.6.22-24  大阪 

  著明な calciphylaxis を来たし四肢壊死及び虚血性腸炎を合併したループ

ス腎炎の一例   

高砂市民病院内科  

  森口林太郎、井垣直哉、竹田章彦、矢谷宏文、茂山豊、田中陽一朗、 

来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

147. 第 164回 日本内科学会近畿地方会 H13.6.2  大阪 

  正常妊娠 32週で Meckel憩室からの大量出血をきたした一症例 

  高砂市民病院内科  

  竹田章彦、井垣直哉、矢谷宏文、木下真一、茂山豊、田中陽一朗、 

廣田勇士、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 



後藤武男 

 

148. 第 44回 日本腎臓学会学術総会 H13.5.27-29  東京 

  ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群 9症例の臨床的検討   

高砂市民病院内科  

  森口林太郎、井垣直哉、竹田章彦、矢谷宏文、木下真一、茂山豊、 

田中陽一朗、廣田勇士、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

149. 第 44回 日本腎臓学会学術総会 H13.5.27-29  東京 

  ANCA価は病勢を反映するか？ 

  高砂市民病院内科  

  廣田勇士、井垣直哉、竹田章彦、木下真一、矢谷宏文、茂山豊、 

田中陽一朗、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

150. 第 46回 兵庫県腎臓研究会 H13.3.10  神戸 

  MOFにて HDFを必要とした急性重症膵炎の一例 

  高砂市民病院内科  

  矢谷宏文、井垣直哉、竹田章彦、木下真一、茂山豊、田中陽一朗、 

廣田勇士、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

151. 第 66回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H13.3.3  大阪 

  特異な内視鏡像を呈した腎細胞癌の孤立性胃壁転移の１例 

  高砂市民病院内科  

  竹田章彦、井垣直哉、矢谷宏文、木下真一、茂山豊、田中陽一朗、 

廣田勇士、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

152. 第 66回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H13.3.3  大阪 

  胃高分化型腺癌、Gastrointestinal stromal tumor (GIST)および過形 

成性ポリープの共存した一例   

  高砂市民病院内科  

  矢谷宏文、井垣直哉、竹田章彦、木下真一、茂山豊、田中陽一朗、 

廣田勇士、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 



老籾宗忠、後藤武男 

 

153. 第 74回 日本消化器病学会近畿支部例会 H13.2.17  京都 

  B型肝炎キャリアーに微小変化型ネフローゼ症候群を合併し免疫抑制療法 

中に肝の繊維化が急速に進行した一例 

  高砂市民病院内科  

  木下真一、井垣直哉、竹田章彦、茂山豊、矢谷宏文、廣田勇士、 

田中陽一朗、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

154. 第 74回 日本消化器病学会近畿支部例会 H13.2.17  京都 

  超音波ガイド下ドレナージが有効であった高齢者感染性肝嚢胞の一例 

  高砂市民病院内科  

  茂山豊、井垣直哉、竹田章彦、矢谷宏文、木下真一、廣田勇士、 

田中陽一朗、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

155. 第 37回 日本糖尿病学会近畿地方会 H12.11.18  滋賀 

  ２型糖尿病患者に微小変化型ネフローゼ症候群を併発した一例 

  高砂市民病院内科  

  矢谷宏文、井垣直哉、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

156. 第 163回 日本内科学会近畿地方会 H12.12.16  京都 

  SLE非活動期に合併した難治性回盲部潰瘍及び増殖性口唇炎の１例 

  高砂市民病院内科  

  木下真一、井垣直哉、竹田章彦、矢谷宏文、茂山豊、廣田勇士、 

田中陽一朗、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

157. 第 30回 日本腎臓病学会西部学術大会 H12.10.19-10.20 岡山 

  特発性半月体形成性糸球体腎炎の１例 

  高砂市民病院内科  

  森口林太郎、井垣直哉、中治美有紀、茂山豊、田中陽一朗、奥野達哉、 

廣田勇士、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 



158. 第 30回 日本腎臓病学会西部学術大会 H12.10.19-10.20 岡山 

  多血症を呈した微小変化型ネフローゼ症候群の１例 

  高砂市民病院内科  

  廣田勇士、奥野達哉、井垣直哉、中治美有紀、茂山豊、田中陽一朗、 

  森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

159. 第 162回 日本内科学会近畿地方会 H12.9.30  大阪 

  激烈な経過をたどった高齢者抗 GBM抗体型半月体形成性糸球体腎炎 

(CrGN)の一例 

  高砂市民病院内科  

  茂山豊、井垣直哉、竹田章彦、矢谷宏文、木下真一、廣田勇士、 

田中陽一朗、森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

 

160. 第 65回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H12.10.7  芦屋 

  膵管癒合不全が疑われた一例 

  高砂市民病院内科  

  廣田勇士、井垣直哉、茂山豊、田中陽一朗、奥野達哉、中治美有紀、 

  森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

161. 第 65回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H12.10.7  芦屋 

  脳膿瘍を合併したアメーバ性大腸炎疑診例 

  高砂市民病院内科  

  茂山豊、坂井誠、井垣直哉、廣田勇士、奥野達哉、田中陽一朗、 

中治美有紀、森口林太郎、来田和久、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

162. 第 73回 日本消化器病学会近畿支部例会 H12.9.9  奈良 

  遺伝歴のない若年妊娠合併大腸癌の一例 

  高砂市民病院内科  

  茂山豊、井垣直哉、廣田勇士、奥野達哉、田中陽一朗、中治美有紀、 

森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 



163. 第 73回 日本消化器病学会近畿支部例会 H12.9.9  奈良 

  白血球増多を呈し診断に苦慮した G-CSF産生胆嚢癌の一例 

  高砂市民病院内科  

  廣田勇士、井垣直哉、茂山豊、田中陽一朗、奥野達哉、中治美有紀、 

森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

164. 第 4回 兵庫県腎疾患治療懇話会 H12.7.14 神戸 

  特発性半月体形成性糸球体腎炎の一例 

  高砂市民病院内科  

  森口林太郎、井垣直哉、中治美有紀、茂山豊、田中陽一朗、奥野達哉、 

廣田勇士、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

165. 第 45回 日本透析医学会学術集会、総会 H12.6.16-6.18 福岡 

  当院における急速進行性糸球体腎炎(RPGN)11 症例の臨床的検討 

  高砂市民病院内科  

  森口林太郎、井垣直哉、茂山豊、田中陽一朗、廣田勇士、奥野達哉、 

中治美有紀、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

166. 第 161回 日本内科学会近畿地方会 H12.6.10  和歌山 

  慢性関節リウマチの経過中に SLE, DICおよびサルモネラ敗血症を合併 

した一例 

  高砂市民病院内科  

  田中陽一朗、井垣直哉、廣田勇士、森口林太郎、来田和久、坂井誠、 

  秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

167. 第 45回 兵庫県腎臓研究会 H12.3.11  神戸 

  B型肝炎キャリアーに発症したネフローゼ症候群の１症例 

  高砂市民病院内科  

  森口林太郎、井垣直哉、中治美有紀、来田和久、坂井誠、秋山裕之、 

玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

168. 第 64回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 H12.3.4  京都 

  遷延性黄疸を呈した乳頭括約筋切開術後の乳頭狭窄の一例 

  高砂市民病院内科  



  茂山豊、井垣直哉、廣田勇士、田中陽一朗、奥野達哉、中治美有紀、 

森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

169. 第 72回 日本消化器病学会近畿支部例会 H12.2.5  高槻 

  穿孔性腹膜炎にて発症した炎症性腸疾患が疑われた一症例 

  高砂市民病院内科  

  廣田勇士、井垣直哉、茂山豊、奥野達哉、田中陽一朗、中治美有紀、 

森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

170. 第 72回 日本消化器病学会近畿支部例会 H12.2.5  高槻 

  肝外症状を呈した C型肝炎の２症例 

  高砂市民病院内科  

  中治美有紀、井垣直哉、茂山豊、田中陽一朗、奥野達哉、廣田勇士、 

森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

171. 第 160回 日本内科学会近畿地方会 H11.12.11  大阪 

  特発性後腹膜繊維症加療中に TTPを発症した一症例 

  高砂市民病院内科  

  廣田勇士、茂山豊、奥野達哉、田中陽一朗、中治美有紀、森口林太郎、 

  来田和久、岩田幸代、船越貴博、安住吉弘、尾家伸之、坂井誠、井垣直哉、 

  秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

172. 第 36回 日本糖尿病学会近畿地方会 H11.11.13  京都 

  バセドウ病を併発した高齢者糖尿病の１例 

  高砂市民病院内科  

  田中陽一朗、秋山裕之、茂山豊、廣田勇士、奥野達哉、中治美有紀、 

森口林太郎、来田和久、坂井誠、井垣直哉、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

173. 第 36回 日本糖尿病学会近畿地方会 H11.11.13  京都 

   有痛性神経障害及び筋萎縮を伴った maternal inherited diabetes and 

deafness(MIDD)の１例 

  高砂市民病院内科  



  中治美有紀、井垣直哉、茂山豊、廣田勇士、田中陽一朗、奥野達哉、 

森口林太郎、来田和久、坂井誠、秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、 

後藤武男 

 

174. 第 42回 日本腎臓学会学術総会 H11.6.25-6.27 横浜 

   自発性空腹時低血糖を呈し高度の自律神経障害を合併した糖尿病性腎症の 

一例 

   高砂市民病院内科 

   中治美有紀、井垣直哉、奥野達哉、田口高志、金光律和、八木規夫、 

秋山裕之、玉田文彦、老籾宗忠、後藤武男 

 

175. 第 44回 日本透析医学会学術集会、総会 H11.6.25-6.27 横浜 

   慢性透析患者における Tc-99mMIBIシンチの有用性 

   国立循環器病センター放射線診療部 福島和人、石田良雄、福地一樹 

   高砂市民病院放射線科、内科 

 由利秀久、金光律和、八木規夫、井垣直哉、秋山裕之、玉田文彦、後藤武

男、国立加古川病院放射線科 酒井英郎、長井英仁 

 

176. 第 42回 日本病糖尿病学会年次学術集会 H11.5.13-5.15 横浜 

   長期生存糖尿病性腎不全血液透析患者の血管合併症と脂質代謝異常につい

てー非糖尿病患者との比較ー 

 高砂市民病院内科 

 秋山裕之、中治美有紀、田口高志、八木規夫、井垣直哉、玉田文彦、 

老籾宗忠、後藤武男 

   神戸大学医学部老年科 桜井孝、横野浩一 


