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消化器センター 
１  八隅 秀二郎、金井 雅史、高 忠之、浅田 全範、上野 憲司、多田 真輔   膵癌化学療法の治療効果判定 

臨牀消化器内科   23(8)：839-846,2008  日本メディカルセンター  
２  八隅 秀二郎、向井 秀一、久保田 佳嗣、中泉 明彦、田中 聖人、岡部 純弘、坂上 隆、北野 雅之、 

光藤 章二、白坂 大輔、菊池 英亮、小山 茂樹、斯波 将次、安田 健治朗  悪性肝外胆管狭窄に対する

ステント留置術  消化器科 46(1):96-101,2008 科学評論社  
３  八隅 秀二郎  下腿浮腫を訴える６２歳女性  臨床研修プラクティス  5(1): 94-97,2008 文光堂  
４  八隅 秀二郎  ３ヶ月で１０ｋｇの体重減少を訴える７６歳男性  臨床研修プラクティス 5(2):110-113,2008

文光堂  
５  八隅 秀二郎  経鼻胃管挿入  臨床研修プラクティス 5(5):62-67,2008  文光堂  
６  八隅 秀二郎、杉浦 寧 ＮＯＴＥＳ  臨床研修プラクティス 6(1):102-103,2009 文光堂  
７  八隅 秀二郎  伊藤 裕章  消化器病研究季節紹介 (財)田附興風会医学研究所 北野病院消化器センター

内科  Frontiers in Gastroenterology 14（1）： 33-38，2009 メディカルレビュー社  
 
腎臓内科 
１  武曾恵理：3.急速進行性糸球体腎炎、ANCA関連腎炎において血漿交換療法、大量γグロブリン療法は有効

なのでしょうか？ C急速性糸球体腎炎、ANCA関連腎炎 EBM腎臓病の治療 2008-2009 富野康日巳 監

修、柏原直樹 南学正臣 編集、中外医学社、pp.69-73.  

２  武曾惠理：2.単状糸球体硬化症.  III.治療方針・治療法. Ａ.一次性糸球体疾患. 腎疾患・透析 最新

の治療2008-2010年度版、飯野靖彦、槇野博史、秋澤忠男 編集、南江堂、pp.109-113, 
 
糖尿病内分泌内科 
１  越山裕行(分担執筆) 「褐色細胞腫」「治療指針 2008 年版—私はこう治療している」医学書院 p.587， 2008 
 
血液内科 
１  有馬靖佳 全身性の神経眼科疾患の最新管理 悪性リンパ腫--治療を中心に  臨床神経眼科学  
 423-428p  2008/2/20 金原出版社 
 
神経内科 
１  高橋牧郎、永田理絵：Neuromyelitis Optica; 目で見るトレーニング, Medicina 45(7)：1343-46,2008  

医学書院, 東京 

２  高橋牧郎、小松研一：Reversible Posterior Leukoencephalopathy syndrome; 目で見るトレーニング, 

Medicina 45（9）： 1699-1702, 2008 医学書院，東京 

３  高橋牧郎、永田理絵：Leigh’s encephalopathy; 目で見るトレーニング , Medicina 45（11）： 
2097-2100,20008  医学書院, 東京  

４  高橋牧郎、松本禎之：Ⅱ. 緊急時の神経症候とその対処法  ２．めまい；神経疾患 最新の治療 2009

－2011 、水沢英洋、小林祥泰 編,pp37-41, 南江堂、東京，2008 

５  高橋牧郎｡ 神経内科領域での嚥下障害の評価法について．Medicina 46(2)：264 -267,2008 医学書院,  

東京 

６  高橋牧郎、松本禎之｡ 脳神経疾患と失神の関連； 失神を究める．pp198-208, Medical View, 東京, 2009． 

 
小児科 

１  塩田光隆、秦大資  小児の採血法  新・図解救急・応急処置ガイド 25: 302～305, 2008 

 

２  渡辺健  【小児疾患診療のための病態生理】循環器疾患 総動脈幹遺残  小児内科 40 巻増刊 

P291-295，2008.11，東京医学社 
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３  河井昌彦編著、水本洋、丹羽房子 「新生児医療」治療方針選択に役立つ論文245、2008年5月、金芳堂 

 
神経精神科 
１  山岸 洋（翻訳分担）：「不安神経症」に対する批判について．In:新宮一成（編）フロイト全集第３巻：心

理学草案・遮蔽想起，岩波書店，印刷中． 
 
乳腺外科 
１  稲本俊：手術療法 乳癌レビュー2009 戸井雅和編著 メディカルレビュー社（大阪） pp103-107, 2009  
 
脳神経外科 
１  高橋 潤  圧迫性視神経症の最新治療、Ｃ．下垂体腫瘍、in 臨床神経眼科学 ｐ333-337、2008 

柏井 聡編  金原出版 

２  青木友和  temozolomide (TMZ) 不応性腫瘍の治療（海外レビュー） 脳 21  12 (1)： 55-60、2009、

金芳堂 

３  野々口直助  ナースの脳神経外科学 黒岩敏彦編著  中外医学社（2008年10月初版、共同執筆者） 

４  宮武伸一、野々口直助、川端信司、黒岩敏彦  Pseudoprogression”と「ホウ素中性子捕捉療法」（特集：

グリオーマの最新の基礎研究と治療法  脳21  12 (1)（雑誌：2009年1月発行） 金芳堂 

 

産婦人科 

１  古山将康 「体外受精」 機械工学便覧 応用システム編 γ９医療・福祉・バイオ機器（日本機械学

会編）(pp121-122)  丸善株式会社  2008 
２  古山将康,錢鴻武 「腟式の子宮脱手術を施行中の症例です。腟壁と膀胱筋層を剥離する際に膀胱損傷を起

こしてしまいました。どのように対処すればよいでしょうか。」 ここが聞きたい 産婦人科手術・処置と

トラブル対処法（倉智博久編）:pp 84-87  医学書院  2008 

３  永野忠義,寺川耕市,榊原敦子 「子宮頸部円錐切除術を施行した症例です。術後、子宮頸管の狭窄をきたし

ました。どのように対処すればよいでしょうか。」ここが聞きたい 産婦人科手術・処置とトラブル対処

法:pp84-87,2008 医学書院  
 
皮膚科  

１  戸田憲一：、紅色陰癬、黄菌毛；皮膚疾患最新の治療 ２００９－２０１０：瀧川雅浩、渡辺晋一 編；

ｐ１６５ ２００８ 

２  戸田憲一：皮膚表在性白癬症の治療；杏茂会 臨床メモ；ｐ１－１３、２００９ 

 
健診部 

１  Nakamura H:  Extracellular functions of thioredoxin  The Biology of Extracellular Molecular 

Chaperones:  Novartis Foundation Symposium No. 291  Novartis Foundation, Wiley, pp 184-192, 2008 

２  中村 肇： 生体の抗酸化システム（３） チオレドキシン系  酸化ストレスの医学  内藤裕二、 

豊國伸哉 編  診断と治療社  pp39-45, 2008 

 

看護部 

１  監修：松月みどり  編集：撫養真紀子、井上深雪、藤井明美、山田麗子、國正淳一、三宅麻文 

特集「注射・点滴の「ここに注意！」」 ExpertNurse 24（4） 2008/4/1 照林社 

２  監修：看護部 「注射・点滴チェックBOOK」 ExpertNurse 24（4）別冊2008/4/1 照林社           

３  倉持 裕子  新人職員のストレスを和らげるリエゾンナースによる支援の実際  ナーシングビジネス 

2(4):324-329,2008 メディカ出版 

４  勇 佳菜江、９階東病棟 感染管理認定看護師、杉元佐知子 特集「ビジュアルで確認できる呼吸管理チ

ェックポイント４８ １ グラフィックモニター」 呼吸器ケア 6(5),2008 メディカ出版 

５  中村みどり  CICの手技の指導 セルフケア指導のポイント 泌尿器ケア＜13＞ P14-16 2008年6月号

メディカ出版 

６  小西 泉 ・ 3日目：セットで覚える 器械の形と使い方③ 縫う器械 OPE NURSING 23(6)：45～50，
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2008  メディカ出版 

７  中山 法子  患者の行動変容を促すかかわり方 隔月刊誌消化器肝胆膵ケア 13(４)， 2008日総研出版 

８  松本 明子   北野病院におけるがん診療連携相談支援センターの実践 ー緩和ケアチームにも所属し、

外来から入院、在宅に向けたシームレな関わりを目指してー 隔月刊誌 がんけあナビ ～がん患

者ケア～ 2（1）：111～117，2008 日総研出版 

９  立川(原田) 匡子 症例でみる看護計画 ブレインナーシング 24（7），2008 メディカ出版 

１０ 解説：宮野壽子、小林玲子、佐藤加奈子、皮膚・排泄ケア認定看護師 栗林永紀   消化器ドレーン管理

ナース専科 28(10)：6～45，2008 （株）アンファミエ  

１１ 入口 真紀子 In My Life ページに にインタビュー 月刊ナーシング 28(13)：142～145， 2008 

学研 

１２ 紙野雪香 がんとともに生きることを援助するということ 臨床心理学 8(6)：797，2008 金剛出版 

１３ 中山法子 血糖パターンマネジメント 糖尿病ケア 6（1 ），2009  メディカ出版 

１４ 山口奈緒子 脳をくすぐる一冊  ブレインナーシング 25(2)，2009 メディカ出版 

１５ 喜多淑子 乳房ケア 成功事例＆トラブル解決事例： ここがポイント！桶谷式乳房管理法の実践  

妊産婦と赤ちゃんケア 1(1)，2009 日総研出版 

１６ 脳神経外科病棟 Neuro Charscter Card  ブレインナーシング 25(2),付録2009メディカ出版 

１７ 脳神経外科病棟 超早わかり 脳神経ナーシングマップ 2009/3/10 メディカ出版 

１８ 倉持裕子 ナースコールが頻回な患者への直接ケア  精神看護スペシャリストに必要な理論と技法

193-199，2009/3  日本看護協会出版会 

１９ 松月みどり  チームケア時代の看護とビジネスの両立を追及する ナーシングビジネス      

2（4）：26-29，2008 メディカ出版 

２０ 松月みどり  ワーク・ライフ・バランスを実現し、成果を上げるマネジメント－多様な働き方と人事制 

度に焦点をあてて－ インタビュー   看護職のキャリア支援のあり方を追求し実践する            

18（8）増刊号：655-660，2008 看護管理  医学書院 
２１ 松月みどり  看護部長から新人ﾅｰｽへ、新人ﾅｰｽから看護部長へ・8   18（8）増刊号：655-660，2008 

看護管理  医学書院 
２２ 松月みどり  ｢ケアの根拠｣ 看護必要度を積極的に活用していくために 42～45：2008/12/1 看護  

日本看護協会出版 

２３ 松月みどり  学位取得者の力を100％発揮するためのマネジメント  ナ ー シ ン グ ビ ジ ネ ス      

2(109:24-26,2008 メディカ出版 

２４ 松月みどり  与薬：注射・点滴 1．事故の概要  2．事故の原因と対策 医療安全とリスクマネジ

メント 139-148，2008/10/1 ヌーベルヒロカワ 

２５ 松月みどり  第３部 ワークライフバランス先行事例から取り組みのヒントを学ぶ：北野病院  平成

２０年度版看護白書 157-163，2008/10/25  ㈱日本看護協会出版会 

２６ 松月みどり  2章4：一般病棟における看護必要度の導入事例とデータ活用の可能性 マネジメントツ

ールとしての 看護必要度（第2版） 144～157，2008/11/1 ㈱中山書店 

２７ 松月みどり  インタビュー 「Work Life Balance を考えよう 『働きたい病院 見つけた!』  月刊ナ

ーシング 29(1),   2009/1 学研 

２８ 松月みどり  フロントエッセイ： 冬の風邪に “鬼は外” 7(2),2009/2  呼吸器ケア メディカ出版 

２９ 松月みどり EWord： 脳低温療法と全球凍結 エマージェンシー・ケア 巻号頁 2009 年 2 月

 メディカ出版 

３０ 松月みどり  "特集：今必要とされる看護師長 ｢組織と看護師長の選び方の関係 そして育成事例｣" 

看護展望 34(3):13-16,2009  メヂカルフレンド社 

３１ 中山由美  ICU 看護の事例を通して看護学生が捉えた、患者･家族への看護  日本救急看護学会雑誌

10(3):25-32,2009 


