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当院における最近１年間の投稿論文（学術奨励賞対象論文） 2022.04~2023.03 

整形外科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-04 牛島 貴宏 英文 症例報告  ○ 0.508 

Use of a Box-cut Osteotomy Preserving Collateral Ligaments in Costal 

Osteochondral Graft Reconstruction of Proximal Interphalangeal Joint 

Cartilage Defects 

Arai Ken 
Journal of Hand Surgery Asian-

Pacific Volume 
新井 堅 

2022-09 名取 孝弘 英文 短報  ○ 7.538 
Prevalence of idiopathic normal pressure hydrocephalus in patients with 

hip fractures: a propensity-matched cohort study 

Komiyama K, Sonoda K, 

Utsunomiya T, Fujimura K, 

Jinbayashi H, Kabayama H, Miura T, 

Hamasaki A, Kai Y, Natori Y, Hara T 

Journal of the American 

Geriatrics Society 
小宮山敬祐 

2022-09 陣林秀紀 和文 原著 〇   
骨盤座標系における冠状面の基準軸に関する検討：寛骨臼形成不全症例で

の検討 

園田和彦、原 俊彦、小宮山敬祐、 

浜崎晶彦、美浦辰彦、藤村謙次郎 
整形外科と災害外科 園田和彦 

2022-09 菅野真未 和文 原著 〇   当院におけるセメントレスステムを用いた THA のステム設置精度に関する検討 園田和彦、原 俊彦 整形外科と災害外科 園田和彦 

2022-09 宇都宮 健 和文 原著 〇   
大腿骨近位部骨折症例における準緊急手術までの所要時間に与える影響因

子に関する検討 

園田和彦、小宮山敬祐、藤村謙次郎、

樺山寛光、名取孝弘、陣林秀紀、 

美浦辰彦、浜崎晶彦、稲員千穂、 

新井 堅、原 俊彦 

整形外科と災害外科 園田和彦 

2022-09 樺山寛光 和文 原著 〇   大腿骨近位部骨折術後 1 年経過した患者の日常生活動作についての調査 

宇都宮 健、小宮山敬祐、園田和彦、

藤村謙次郎、名取孝弘、陣林秀紀、 

美浦辰彦、浜崎晶彦、稲員千穂、 

原 俊彦 

整形外科と災害外科 宇都宮 健 

循環器内科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-09 片迫 彩 英文 原著  ○ 3.350 

The Association Between the Duration of Chest Compression and 

Thoracic Injuries in Patients With Non-Traumatic Out-of-Hospital 

Cardiac Arrest 

Aya Katasako, Shoji Kawakami, 

Hidenobu Koga, Kenichi Kitahara, 

Keiichiro Komiya, Komei Mizokami, 

Tetsuhisa Yamada, Nobutoshi Miura, 

Shujiro Inoue 

Circulation Journal 川上将司 

2022-10 溝上功明 英文 症例報告  ○ 3.350 Occlusion of a Persistent Sciatic Artery With an Aneurysm Shoji Kawakami, Shujiro Inoue Circulation Journal 川上将司 

2022-11 本田 修浩 英文 症例報告  ○ 0.528 

Late reversible complete atrioventricular block and PR interval 

normalization after antegrade slow pathway ablation for 

atrioventricular nodal re-entrant tachycardia with pre-existing PR 

prolongation 

Yusuke Takahara, Yasuhiko Oga, 

Tomohito Ishikawa, Reina Idemitsu, 

Shujiro Inoue 

Journal of Cardiology Cases  

2022-12 本田 修浩 英文 症例報告  ○ 1.912 
Tall P-waves in inferior leads: A case of coexisting ectopic rhythm and 

atrial fibrillation arising from the superior vena cava 

Koichi Isayama, Keisuke Kojima, 

Shoichiro Furukawa, Keita Inanaga, 

Shujiro Inoue 

Pacing Clin Electrophysiol  
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集中治療科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-06 川上 大裕 英文 症例報告  〇 41.787 Fat embolism syndrome 
Yoshino Shumpei, Kawakami Shoji,  

Yamakawa Rei 
Intensive Care Medicine  

2022-12 平松 俊紀 和文 症例報告 〇   
複視を伴うニホンマムシ咬症受傷から約 30 時間経過した後に乾燥まむしウマ抗

毒素を投与した 1 例 
小糸理紗 、幸田 太 中毒研究  

リハビリテーション部 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-06 横手 翼 和文 症例報告 ○   
ドブタミン塩酸塩投与下で外来心臓リハビリテーションを実施した末期高齢

心不全の一例 

西村天利、中村裕輔、大淵雅子、 

古川正一郎、稲永慶太、井上修二朗 
心臓リハビリテーション 井上修二朗 

2022-10 大西悠太朗 和文 症例報告 〇   
大動脈弁狭窄症手術待機患者に対して運動・栄養療法を実践した一例 術

前の身体機能改善を目指して 

白土健吾、 横手 翼、 奥野将太、 

井上慎太郎、 西村天利、 古川正一郎、

内田孝之 

理学療法ジャーナル 白土健吾 

2022-10 西田英生 英文 原著   2.900 
Association between the Ability to Turn Over on Admission and 

Bedridden State at Dischargefor Stroke 

Sasaki Sho, Terashita Shoichiro, 

Yokote Tsubasa, Imoto Toshiyuki, 

Yamashita Tomohiro 

International Journal of 

Physical Medicine and 

Rehabilitation 

 

感染症科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-07 的野 多加志 英文 原著  〇 4.996 
Diagnostic accuracy of quick SOFA score and inflammatory biomarkers 

for predicting community-onset bacteremia 

Yoshida, Maki Koga Hidenobu, 

Akinaga Rie 
Scientific Reports  

2023-02 的野 多加志 英文 原著  〇 4.423 

Diagnostic and therapeutic challenges in disseminated Mycobacterium 

colombiense infection caused by interferon-γ neutralizing 

autoantibodies 

Shotaro Suzuki, Ryosuke Yamate, 

Kenichi Nakamura,  

Takuro Sakagami 

Open Forum Infectious Diseases  

2023-03 大橋祐介 英文 症例報告  ○ 2.065 
'The first case of clade I Candida auris candidemia in a patient with 

COVID-19 in Japan 

Matono T ,Suzuki S ,Yoshino 

S ,Alshahni MM ,Komori 

A ,Makimura K 

Journal of Infection and 

Chemotherapy 
的野多加志 

呼吸器内科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-07 山元 隆太 英文 症例報告  〇 1.290 A case of ruptured ovarian metastasis of small cell lung cancer 
Tobino Kazunori, Uchida Kazuki,  

Ooi Ryunosuke,  Yoshimine Kohei 

Respiratory Medicine Case 

Reports 
飛野和則 

総合診療科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-11 井上三四郎 和文 短報 〇   
飯塚病院式大腿骨近位部骨折手術翌日転科システムに関する整形外科医を対象

としたアンケート調査 

井村 洋、清田雅智、小田浩之、 

松永 諭、工藤仁隆、小杉俊介、 

鵜木友都、坂本純永、岩佐和樹、 

薄 竜太郎、宍戸諒平、大西崇平、 

黒川智美、細川 旬 

日本病院総合診療医学会雑誌 井村 洋 
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腎臓内科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-05 坂本純永 英文 その他  ○ 1.282 Pulmonary Embolism after Relief of Urinary Obstruction 

Sumie Sakamoto, Sho Sasaki, 

Kazuhiro Okamura, Kiichiro 

Fujisaki 

Internal Medicine 佐々木 彰 

2022-07 坂本純永 英文 その他  ○  Acute Kidney Injury in a CKD Patient with a Prolapsed Uterus  Sho Sasaki, Kiichiro Fujisaki Kidney360 佐々木 彰 

救急科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-06 山田 哲久 和文 原著 ○   器質化慢性硬膜下血腫に対する治打撲一方の効果の検討 名取 良弘 脳神経外科と漢方  

2022-09 山田 哲久 和文 症例報告 ○   当初迷走神経反射による転倒で脳振盪と診断したが小脳梗塞であった 1 例 
名取良弘, 甲斐康稔, 雨宮健生,  

林 大輔 

Journal of Japan Society of 

Neurological Emergencies & 

Critical Care 

 

中央検査部 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-09 手島 裕治 和文 原著 ○   
Candida 血症における C. glabrata と non-C. glabrata の血液培養ボトル

発育特性の検討 

秋永理恵、古野貴未、的野多加志、 

古賀秀信 
日本臨床微生物学会雑誌 的野多加志 

漢方診療科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-07 吉永 亮 和文 症例報告 ○   
新型コロナウイルス感染症罹患後の著明な全身倦怠感やブレインフォグなど

の諸症状に対して漢方治療を行って職場復帰できた 1 例 

原田直之, 牧 俊允, 井上博喜,  

矢野博美, 田原英一 
日本東洋医学雑誌 田原英一 

2022-08 吉永 亮 英文 その他    
Role of Kampo medicine and integrative medicine in general internal 

medicine 
 Traditional & Kampo Medicine  

 

肝臓内科 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

 

2022-05 

 

桒野 哲史 英文 原著  〇 3.517 
Hepatitis C virus eradication ameliorates the prognosis of advanced 

hepatocellular carcinoma treated with sorafenib 

Yada Masayoshi,  

Nagasawa Shigehiro, Tanaka Kosuke, 

Morita Yusuke, Masumoto Akihide , 

Motomura Kenta 

Journal of Viral Hepatitis 矢田雅佳 

2022-07 桒野哲史 和文 症例報告 ○   
切除不能肝細胞癌に対するアテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法によって 

免疫性血小板減少性紫斑病を生じた 1 例 

田中紘介 、長澤滋裕 、森田祐輔 、 

矢田雅佳 、増本陽秀 、本村健太 
肝臓 田中紘介 

2022-05 森田祐輔 和文 症例報告 ○   慢性膵炎急性増悪に続発し、保存的治療で軽快した多発性骨壊死の 1 例 
桒野哲史 、長澤滋裕 、田中紘介 、 

矢田雅佳 、増本陽秀 、本村健太 
日本消化器病学会雑誌 桒野哲史 

2022-0５ 桒野哲史 英文 原著  ○ 3.111 
Therapeutic efficacy of atezolizumab plus bevacizumab for 

hepatocellular carcinoma with WNT/β-catenin signal activation 

Yada M ,Narutomi F ,Nagasawa 

S ,Tanaka K ,Kurosaka K ,Ohishi 

Y ,Masumoto A ,Motomura K 

Oncology Letters 矢田雅佳 
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予防医学センター 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-05 赤星和也 和文 症例報告 ○   
人間ドックの上部消化管 X 線検査を契機に診断された 1cm の胃消化管間質

腫瘍の 1 例 
大石善丈、赤星和明、植山敏彦 

Journal of Gastrointestinal 

Cancer Screening 
 

内視鏡センター 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2023-02 中島久美子 和文 症例報告 ○   
飯塚病院内視鏡センターにおける多職種連携チームによる COVID-19 感染対

策の取り組み 

赤星和也 金城依子  

川畑浩子 田村慎一 
外来看護 赤星和也 

薬剤部 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

2022-12 皆元文恵 和文 短報    処方適正化に向けたポリファーマシーチームの取り組み 
梅田勇一、冨永麻衣子、上西真理子、

鵜木友都、松本弥一郎 
日本老年薬学会雑誌 梅田勇一 

医事課 

掲載年月 筆頭著者 言語 分類 医中誌 PubMed IF 論文タイトル 共著者 掲載誌名 指導者 

 2022-10 濱田祐子 和文 原著    
請求履歴ファイルの管理による新たな取り組み 

～業務の可視化でばらつきのない適正請求へ～ 
岩佐紀輝 全日本病院協会雑誌 岩佐紀輝 

 

 


