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臨床研究部
臨床研究部長

伊藤

博明

臨床研究部は、引き続き院内標榜である。新たな臨床治験は困難な状況だが、国立病院機構内の EBM
研究などには積極的参加を試みている。院内での研究サポートは国立病院総合医学会の予行などをおこ
なっている。また同学会の終了後には院内にポスターを掲示し、職員が他部門での研究を知る機会をつく
ることは定着してきた。
今年度は倫理研修（eAPRIN）の受講について、機構本部の指針の変更などがあり混乱したが、臨床研
究を取り巻く社会情勢によるもので対応していかざるを得ない。
一方、研究論文は大学などとの共同研究などで増加傾向に転じてきた。今後も論文での評価ポイント増
加を目指していきたい。
伊藤

博明（臨床研究部長：院内標榜）

浅黄

美沙（CRC）
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宮城病院

研究業績報告

平成 30 年度

原著論文・総説・著書（英文・和文）
Matsumoto A, Hisanaga K, Nagano I
Trigeminal Root Entry Zone Lesions in Non-multiple Sclerosis.
Internal Medicine 2018;57:3339-3340.

原著論文・総説（英語）
Two cases of late-onset onset neuromyelitis optica spectrum disorder initially presenting with isolated
cerebral white matter lesions.
Otani T, Irioka T, Takahashi YK, Soga K, Igarashi S, Kaneko K, Takahashi T, Yokota T
eNeurologicalSci. 2018 Nov 19;13:35-37. doi: 10.1016/j.ensci.2018.11.008. eCollection 2018 Dec.
Perivascular enhancement in anti-MOG antibody demyelinating disease of the CNS.
Komatsu T, Matsushima S, Kaneko K, Fukuda T.
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019 Jan;90(1):111-112. doi: 10.1136/jnnp-2018-319235. Epub 2018 Oct 8.
Aphasic status epilepticus preceding tumefactive left hemisphere lesion in anti-MOG antibody
associated disease.
Katsuse K, Kurihara M, Sugiyama Y, Kodama S, Takahashi M, Momose T, Yumoto M, Kaneko K,
Takahashi T, Kubota A, Hayashi T, Toda T.
Mult Scler Relat Disord. 2019 Jan; 27:91-94. doi: 10.1016/j.msard.2018.10.012.
MOG antibody disease manifesting as progressive cognitive deterioration and behavioral changes with
primary central nervous system vasculitis.
Baba T, Shinoda K, Watanabe M, Sadashima S, Matsuse D, Isobe N, Yamasaki R, Kaneko K,
Takahashi T, Iwaki T, Kira JI.

Mult Scler Relat Disord. 2019 Feb 2; 30:48-50.

MRI findings in pediatric neuromyelitis optica spectrum disorder with MOG antibody: Four cases and
review of the literature.
Ikeda A, Watanabe Y, Kaba H, Kaneko K, Takahashi T, Takeshita S.
Brain Dev. 2019 Apr; 41(4):367-372. doi: 10.1016/j.braindev.2018.10.011.
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原著論文・総説（日本語）
安藤 肇史
東日本震災時の対応－特に重症心身障害児者病棟において－
医療

72 巻 12 号 507-510

2018

金子 仁彦
Clinical neuroscience

月刊 臨床神経科学

抗 MOG 抗体関連疾患

歴史的背景

2018

Vol36 No11

p1324-1327

立石 敏樹
CT Technology Forum 心大血管
アールティ 67 巻 3 月号 26-28 2019
永松 謙一
パーキンソン病 実践診療マニュアル 第 2 版

外科治療

武田篤編著

2018;11 中外医学社
久永 欣哉
ベーチェット病およびその類縁疾患スウィート病における神経障害の病因・診断・治療
臨床神経 2019 Jan；59(1)： 1-12
北川 賢、長田 高志、金子 仁彦、高橋 利幸、鈴木 則宏、中原 仁
“視神経脊髄型多発性硬化症”を疑う病態から 抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白質抗体を検出し
た場合の臨床的検討
臨床神経

58：737 － 744, 2018

12 月号

国際学会
2018 年 11 月１～２日
THE 11th PACTRIMS （Sydney）
Clinical feature of myelin oligodendrocyte glycoprotein(MOG)-antibody(Ab)+ disease is influenced by
age and transition of MOG-IgG titter: a study of 369 Japanese cases.
Kaneko K, Sato DK, Nakashima I, Ogawa R, Takai Y, Nishiyama S, Takahashi T, Misu T, Kuroda H,
Matsumoto Y, Callegaro D, Fujihara K, Aoki M
国内学会
2018 年５月 23 ～ 26 日
第 59 回日本神経学会学術集会・総会

札幌
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Kaneko K, Sato DK, Ogawa R, Akaishi T, Takai Y, Nishiyama S, Misu T, Takahashi T, Kuroda H,
Nakashima I, Fujihara K, Aoki M.
Clinical feature of MOG-Ab+ disease in Japan: survey of 369 pediatric and adult patients.
松本 有史、金子 仁彦、高橋 利幸、中島 一郎、久永 欣哉、永野 功
脳幹・上位頚髄病変によって発生した三叉神経痛・三叉神経感覚性ニューロパチー
７月６日
第 17 回北海道東北地区国立病院機構・国立療養所看護研究会

札幌

佐藤 千佳、今井 晃子、大山 裕司、中山 光
長時間の意識下手術支援での口渇対策に向けたガーゼを用いた口腔清拭に適したレモン水濃度の検証
堀 淳子
統合失調症のある患者への糖尿病教育を通しての学び～チームによるアドヒアランスを高める関わり～
７月 14 ～ 15 日
第 21 回日本臨床脳神経外科学会

金沢

岩佐 郁恵、佐藤 未乃里、横田 夏子、徳田 直子、村上 美佳
パーキンソン病患者に対する脳深部刺激術後の異常行動出現の危険因子の検討
仁村 太郎、永松 謙一、安藤 肇史、冨永 悌二
機能神経外科領域における遠隔診療の可能性についての検討
７月 21 ～ 22 日
第 23 回日本難病看護学会学術集会

新潟

葛西 いつき
ALS 患者の排泄援助でのかかわりから学んだこと～終末期看護での実際から～
柚原 美紀、中野 良子
腰椎圧迫骨折のあるパーキンソン病患者への ADL 拡大に向けた関わり
８月 25 日
第 21 回北日本看護学会学術集会

山形

佐藤 未乃里、村上 美佳
緊急入院した高齢患者の身体抑制解除に向けて～心理的ストレスに対するケア～
鈴木 翔太、鹿野 なほみ
在宅生活に向けての家族指導～パンフレットを活用した排泄に対する介護支援～
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９月１日
第 10 回 J 感染制御ネットワークフォーラム

仙台

今井 晃子、大山 裕司、佐藤 千佳、中山 光、久松 由里、中原 寛子
中央材料室と ICN の主導による歯科外来感染予防対策への取り組み
９月 20 ～ 21 日
第 30 回日本神経免疫学会 学術集会・総会

郡山

金子 仁彦、佐藤 ダグラス、高橋 利幸、小川 諒、高井 良樹、西山 修平、三須 建郎、黒田 宙、
佐藤 亮介、小林 修、田中 覚、野村 恭一、中島 一郎、藤原 一男、青木 正志
中枢神経への単純ヘルペス感染の関与が疑われた抗 MOG 抗体陽性神経疾患の２例
中村 尚子、金子 仁彦、曽我 天馬、池之内 初、加藤 量広、中村 貴彬、渡辺 源也、川﨑 永美子、
突田 健一、西山 修平、三須 建郎、成川 孝一、小鷹 昌明、及川 崇紀、鈴木 靖士、黒田 宙、
板倉 裕子、鈴木 博義、中島 一郎、青木 正志
異なる臨床経過を呈した抗 AMPA 受容体抗体辺縁系脳炎３例の検討
９月 22 日
第 16 回医療マネジメント学会東北連合会

八戸

安藤 肇史
診療報酬点数分析からみた地域包括ケア病棟の経営効果
９月 22 日
第 27 回北海道東北地区重症心身障害学会学術集会

仙台

大槻 隆也、神林 かおる、庄司 夏菜子、佐々 知恵、山内 早苗
腹臥位療法による重度構音障害児（者）の便秘改善効果
９月 28 日
第 44 回日本重症心身障害学会学術集会

東京

村田 京香、大久 裕子、阿部 由香
摂食困難な重症心身障害（者）の摂食嚥下訓練～摂食方法、ポジショニング、情報共有の見直し～
10 月 10 ～ 12 日
第 77 回日本脳神経外科学会 学術総会

仙台

安藤 肇史、仁村 太郎、永松 謙一、冨永 悌二
髄腔内バクロフェン療法の長期成績と市域間格差について
永松 謙一、安藤 肇史、仁村 太郎、冨永 悌二
BurstDR 刺激の臨床効果の研究
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仁村 太郎、永松 謙一、安藤 肇史、松本 有史、久永 欣哉、冨永 悌二
パーキンソン病患者に対する視床下核刺激術後のジスキネジア合併症とその対応 11 日
10 月 19 ～ 20 日
第 23 回日本神経感染症学会

学術集会・総会

東京

金子 仁彦、佐藤 ダグラス、高橋 利幸、小川 諒、高井 良樹、西山 修平、三須 建郎、黒田 宙、
佐藤 亮介、小林 修、田中 覚、田島 孝士、中島 一郎、藤原 一男、青木 正志
異なる経過をたどり抗 MOG 抗体陽性であった中枢神経単純ヘルペス感染症の２例
11 月９～ 10 日
第 72 回国立病院総合医学会

神戸

安藤 肇史、松本 有史、酒井 仁子
誤嚥の危険性に関する説明及び同意書の取得が有用だった一例
－看護・介護を安心して行うための一つの方策として－
伊藤 博明、志澤 聡一郎、齊藤 秀行、清野 仁、安藤 肇史、齋野 美侑、水沼 周市、成田 浩喜
内科入院時における低リン血症の検討
岩井 勇介、鈴木 洋介、高橋 裕美、宮川 優、今井 諭、芦名 真紀子、久松 由里、中野 良子
地域医療の拠点を担う病院の患者サービスの向上を目指して～接遇の意識調査～
大宮 あずさ、浅野 洋子、武田 美香、門脇 正子、村上 美佳
摂食嚥下障害のある患者のポジショニングによる接触状況の改善効果
梶谷 亮、佐藤 明香、塚部 善美、関 優香、岩井 勇介、星 康子
退院に向けた意志決定支援の実態調査
北澤 徹也
画像診断におけるティーチングファイルシステムの構築
佐藤 好、安藤 肇史、伊藤 博明、髙橋 美幸、角 知弘、竹山 哲也、加藤 桂子、新谷 郁、渥美 尚子、
星 拓実
複数の意思伝達装置の比較をした脳血管障害後後遺症による重度構音障害患者の一症例
髙橋 美幸、菊池 みき、小野崎 文彦、角 知弘、佐々木 結花、澤地 浩二、安藤 肇史
リハビリテーション科の接遇改善の取り組み
久松 由里、戸田 久美子、中野 良子
キャリアラダー導入における教育研修～社会人基礎力を取り入れて～
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高橋 海翔、立石 敏樹、及川 喜弘、吉田 一彦
国立病院機構山形病院における地域連携画像検査増加に向けた取り組み
12 月８日
第 16 回国立病院看護研究学会学術集会

広島

能登谷 太地、高橋 愛美、大槻 郁恵、佐々木 貴絵、今井 諭、内海 麻耶
パーキンソン病患者の転倒・転落の実態調査
2019 年１月 25 ～ 26 日
第 57 回日本定位・機能神経外科学会

東京

永松 謙一、安藤 肇史、仁村 太郎、冨永 悌二
BurstDR 刺激 SCS の QOL 尺度を用いた評価
仁村 太郎
DBS 管理における遠隔診療ツールの導入の可能性と問題点
研究会・講演会・その他等
2018 年４月７日
第 46 回関東機能的脳外科カンファレンス

東京

永松 謙一
特別講演座長
４月 10 日
DBS・SCS 石巻市勉強会

石巻

永松 謙一
DBS の概要と適応症例・SCS の概要と適応症例
５月 16 日
第 39 回宮城県スキルアップカンファレンス

仙台

立石 敏樹
画像等手術支援認定試験について
５月 17 日
角田市医師会

角田

仁村 太郎
脳卒中診療における薬剤の適正使用
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７月３日
大崎地区学術講演会 大崎
久永 欣哉
パーキンソン病の治療のポイントと多職種連携
７月６日
第 17 回北海道東北地区国立病院機構・国立療養所看護研究会

札幌

佐藤 千佳
長時間の意識下手術支援での口渇対策に向けたガーゼを用いた口腔清拭に適したレモン水濃度の検証
堀 淳子
統合失調症のある患者への糖尿病教育を通しての学び～チームによるアドヒアランスを高める関わり～
７月 18 日
ラウンドカンファレンス

仙台

永松 謙一、安藤 肇史、仁村 太郎、冨永 悌二
脳深部刺激療法

最近の話題

７月 20 日
脳神経外科専門医試験受講生講義

仙台

永松 謙一
機能的脳外科
８月４日
MS summer collage

東京

Kaneko K, Sato DK, Ogawa R, Akaishi T, Takai Y, Nishiyama S, Misu T, Takahashi T, Kuroda H,
Nakashima I, Fujihara K, Aoki M
Clinical spectrum of MOG-Ab+ demyelinating disease in 363 Japanese cases
８月 17 日
第７回 Cardiac meeting Niigata

新潟

立石 敏樹
疾患から迫る CMR
８月 25 日
気仙沼市立病院

気仙沼

仁村 太郎
不随意運動症に対する治療～ DBS を学ぼう～（医療者向け）
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８月 26 日
気仙沼市立病院

気仙沼

仁村 太郎
不随意運動症に対する治療～ DBS を学ぼう～（一般向け）
９月１日
第 46 回関東機能的脳外科カンファレンス

東京

永松 謙一
一般口演座長
９月 20 日
東北大学医学部４年生通論講義

仙台

永松 謙一
機能的脳外科
９月 23 日
第 34 回日本放射線技師会

山口

立石 敏樹
画像等手術支援シンポジウム

心血管領域

10 月 10 ～ 12 日
第 77 回日本脳神経外科学会 学術総会

仙台

永松 謙一、安藤 肇史、仁村 太郎、冨永 悌二
アフタヌーンセミナー：パーキンソン病の治療戦略と Apple 製品を活用した今後の展望
10 月 13 日
第 77 回日本脳神経外科学会 学術総会

市民公開講座

仙台

永松 謙一、安藤 肇史、仁村 太郎、冨永 悌二
手術で治せる「ふるえ」と「痛み」
10 月 28 日
画像等支援講習会

新潟

立石 敏樹
臨床・心血管
11 月２日
第 97 回神経疾患症例検討会

仙台

久永 欣哉
多発性硬化症および視神経脊髄炎との鑑別を要する諸疾患について
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松本 有史、井泉 瑠美子、菅野 直人、金子 仁彦、久永 欣哉、永野 功
炎症性筋疾患の１例
11 月 30 日
第２回山形県適造影を考える会
立石 敏樹
MRI の至適造影を考える～ CT テクノから学ぶもの～
2019 年１月
宮城保険医新聞

新年特集号

齋藤 佐
優しい語り部になりたい
１月 19 日
宮城県看護協会岩沼支部一般講演会

岩沼

金子 仁彦
神経難病患者の病態と治療、最近のトピック
２月８日
第 16 回動画をもちいた神経学勉強会

仙台

金子 仁彦
L-DOPA による薬剤性 Freezing of gait の１例
研究費
国立病院機構 EBM 推進のための大規模臨床研究
国立病院機構認知症登録研究 ～認知症介護状況の実態調査と予後への影響～
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研究代表者

重松 一生

分担研究者

久永 欣哉

研究協力者

永野 功、伊藤 博明、松本 有史

