総合診療内科業績

2016 年
論文
Taniyama D, Sakurai M, Sakai T, Kikuchi T, Takahashi T. ID Cases. 2016

Sep 22;6:36-8. doi: 10.1016/j.idcr.2016.09.011. eCollection 2016.
Human case of bacteremia due to Streptococcus suis serotype 5 in
Japan: The first report and literature review.
渡辺賢治, 小池宙. 研修医のための漢方カンファレンス 7 動悸. メディカル
朝日. 2016 年 10 月号
小池宙, 堀場裕子, 渡辺賢治. 抑肝散加芍薬厚朴に良好な反応を示した不随意
運動の 1 例. 日本東洋医学雑誌. 2016;67(2):178-183.
小池宙. 【”かぜ"くらい診られますよ って本当ですか?】 かぜに使う漢方薬
の種類と使い方. 月刊レジデント. 2016;9(1):86-93.
土屋悠海、田島康介、豊崎光信ら. エアバックとシートベルトにより多発頸椎
骨折と鎖骨下動脈分枝出血を合併した一例、A case report of “airbag and
seatbelt injury” associated with multiple cervical fractures and
ascending carotid artery. 救急医学会関東地方会誌 2016
足立 智英, 高木 誠. 【脳血管障害 診療のエッセンス】 脳梗塞の再発予防
降圧療法. 日本医師会雑誌 2016; 146: S269-S273
足立 智英. 筋力低下および麻痺. 日本病院総合診療医学会雑誌 2016; 10:
101-103
足立 智英. 意識障害. 日本病院総合診療医学会雑誌 2016; 10: 33-36
足立 智英. 頭痛. 日本病院総合診療医学会雑誌 2016; 10: 29-32
足立 智英, 高木 誠. 【脳梗塞・TIA の治療 update-脳卒中治療ガイドライン
2015 から-】 脳梗塞再発予防のための危険因子の管理. 神経内科 2016; 85:
115-121
荒川 千晶. 【診断に苦慮する意識障害と神経救急疾患】 脳卒中による意識障

総合診療内科業績

害. 日本神経救急学会雑誌 2016; 28: 14-18
学会発表

足立 智英, 星野 晴彦, 高木 誠, 藤岡 正導, 済生会脳卒中研究グループ. 人
工透析および CKD を基礎疾患として有する例での脳出血の特徴. 第 57 回日本
神経学会学術大会、2016 年 5 月、神戸市
荒川 千晶, 関根 真悠, 足立 智英, 星野 晴彦, 此枝 史恵, 山田 哲, 高木
誠, 深谷 純子. 開放型病床を用いた脳神経系疾患患者の診療. 第 57 回日本神
経学会学術大会、2016 年 5 月、神戸市
荒川 千晶, 深谷 純子, 足立 智英, 星野 晴彦. 病院主催の認知症家族会が果
たす役割. 第 35 回日本認知症学会学術集会、2016 年 12 月、東京都
足立 智英, 谷山 大輔, 小池 宙, 荒川 千晶当科で経験した感染性脊椎炎の 10
例. 第 12 回日本病院総合診療医学会学術総会、2016 年 2 月、横浜市
荒川 千晶, 足立 智英, 谷山 大輔, 小池 宙都心部における開放型病床の可能
性. 第 58 回日本老年医学会学術集会、2016 年 6 月、金沢市
内木場 紗奈, 酒井 徹也, 十菱 大介, 谷山 大輔, 荒川 千晶, 足立 智英. 肺
炎球菌による椎体炎の 1 例. 第 90 回日本感染症学会総会講演会、2016 年 4
月、仙台市
酒井 徹也, 谷山 大輔, 十菱 大介, 内木場 沙奈, 荒川 千晶, 足立 智英. レ
ジオネラ肺炎治療中に播種性クリプトコッカス感染症を呈した 1 剖検例. 第 90
回日本感染症学会総会講演会、2016 年 4 月、仙台市
谷山 大輔, 内木場 紗奈, 酒井 徹也, 十菱 大介, 荒川 千晶, 足立 智英.
Enterobacter cloacae による電撃性紫斑病の 1 例. 第 90 回日本感染症学会総
会講演会、2016 年 4 月、仙台市
渥美 義大, 酒井 徹也, 谷山 大輔, 荒川 千晶, 足立 智英. 梅毒スクリーニ
ング検査の適正利用に関する診療実態調査. 第 90 回日本感染症学会総会講演
会、2016 年 4 月、仙台市

総合診療内科業績

酒井 徹也, 谷山 大輔, 渥美 義大, 荒川 千晶, 足立 智英. 当院における化
膿性椎体椎間板炎に対するレントゲン透視下椎間板穿刺の有用性の検討. 第 90
回日本感染症学会総会講演会、2016 年 4 月、仙台市
秋葉 庸平, 渥美 義大, 谷山 大輔, 足立 智英, 星野 晴彦. カンジダ性感染
性心内膜炎に伴う感染性脳動脈瘤から皮質下出血を発症した 65 歳男性例.第
627 回日本内科学会関東地方会、2016 年 10 月、東京都

