
Nov./Dec．2020─ 514 ─

74巻　医療　総目次
2020年（１－12）

VOL. 74  NO. １
　■　巻頭言
試される医療の原点，今こそNHO理念の再認識を………………………………………谷　口　正　実　 ほか 　1–003
　■　総合医学会報告

シンポジウム１：地域から信頼される地域完結型医療の拠点 
…………………………………………………………………………………………座長　佐　藤　正　通　 ほか 　1–005

【地域医療の現場から】地域から求められる医療へ
　－障害難病の地域支援・訪問看護と在宅医療への方向性－…………………………正　田　良　介 　 1–011
訪問看護の実際
　－琉球病院における訪問看護の実践と展望－…………………………………………福　治　康　秀　 ほか 　1–017

シンポジウム２：NHOにおける診療情報分析の現状と展望
診療データと経営改善支援…………………………………………………………………冨　永　　　哲 　 1–024
　■　報　　告
福山医療センターにおける職員を対象とした
　健康増進企画（FMC Wellness Collaboration）の取り組み………………………… 野　﨑　　　心 　 1–028
　■　図　　説

「がんゲノム医療」　シリーズNo. １
がんにおけるドライバー遺伝子異常とは？………………………………………………角　南　久仁子 　 1–033
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録…………………………………………………………………………………… 　 1–038 

VOL. 74  NO. ２
　■　総合医学会報告

シンポジウム：救急医療の推進とキャリア形成
…………………………………………………………………………………………座長　小　池　　　薫　 ほか 　2–053
救急科専門医がいきいきと働きキャリア形成できる仕組み……………………………原　田　正　公　 ほか 　2–055
へき地・離島勤務を経験した救急医として………………………………………………小野原　貴　之　 ほか 　2–061
救急医が総合内科研修を行う意義　－自身の研修経験より－…………………………内　倉　淑　男　 ほか 　2–064
共働き医師が活躍できる救急医療を目指して
　－救命救急センター長としての工夫と課題－…………………………………………西　山　　　慶 　 2–069
　■　報　　告
終末期に呼吸困難を呈したデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の緩和ケア………白　石　一　浩 　 2–073
　■　図　　説

「がんゲノム医療」シリーズ　No. ２
がんゲノム医療提供体制の構築……………………………………………………………沖　田　南都子 　 2–078
　■　集談会記事
第37回東海北陸神経筋ネットワーク研究会プログラム…………………………………………………… 　 2–085
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録…………………………………………………………………………………… 　 2–090

VOL. 74  NO. ３
　■　総合医学会報告

シンポジウム：がんゲノム医療の新たな展開
がんゲノム診療を巡る世界情勢とわが国の目指す方向性………………………………藤　原　康　弘 　 3–103
がんゲノム中核拠点病院におけるがん遺伝子パネル検査の実践………………………金　井　雅　史 　 3–107



IRYO　Vol．74　No．11/12 ─ 515 ─



がんゲノム医療における遺伝カウンセリングの重要性…………………………………服　部　浩　佳 　 3–110
遺伝診療部の取り組み
　－HBOCワーキンググループの立ち上げから現在まで－……………………………小　西　陽　介　 ほか 　3–116
　■　図　　説

「がんゲノム医療」シリーズ　No. ３
がんゲノム情報管理センター（C-CAT）の役割…………………………………………福　田　博　政　 ほか 　3–120
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録…………………………………………………………………………………… 　 3–127 

VOL. 74  NO. ４
　■　原　　著
回復期リハビリテーション病棟新設にともなう意義と効果についての検証…………伊　藤　郁　乃 　 4–141
　■　特　　集　「病理外来」

「病理外来」を考える ………………………………………………………………………谷　山　清　己　 ほか 　4–148
病理医が一般人と会い，患者・家族に説明する意義はなにかを考える
　－“がん”患者の悩みを聞く－…………………………………………………………村　尾　真　一　 ほか 　4–151
専門的がん患者カウンセリングと連携する病理外来……………………………………中　西　貴　子　 ほか 　4–157
病理医から遺族に病理解剖結果を説明する取り組み
　－故人の病態を知ることは遺族の“納得”につながる………………………………安　原　裕美子 　 4–163
　■　総合医学会報告

シンポジウム：認知症医療・ケアにおける機構病院の役割
認知症疾患医療センターとは？
　地域で機構病院に求められること………………………………………………………宮　地　隆　史 　 4–170
認知症カフェの設置…………………………………………………………………………福　留　隆　泰　 ほか 　4–176
　■　図　　説

「がんゲノム医療」シリーズ　No. ４
がん遺伝子パネル……………………………………………………………………………市　川　　　仁 　 4–181
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録…………………………………………………………………………………… 　 4–187

VOL. 74  NO. ５
　■　報　　告
南九州病院における看護師特定行為研修修了者の活動…………………………………田　中　純　子 　 5–199
ESDが生検として有用であった早期胃胎児消化管類似癌の一例………………………田　中　完　治　 ほか 　5–205
　■　総合医学会報告

シンポジウム：高齢者医療と在宅ケアのこれから 
…………………………………………………………………………………………座長　紙　野　晃　人　 ほか 　5–210
行政・医師会と協働して行う在宅医療・介護体制構築
　－NHO東埼玉病院の６年間の経験から－  ……………………………………………今　永　光　彦 　 5–213
認知症患者の在宅支援　－ICTをいかに応用するか－…………………………………木　下　彩　栄 　 5–217
国立病院機構認知症登録事業研究（NHODR）の目的 …………………………………重　松　一　生 　 5–222
認知症患者診療における高度急性期病院の役割…………………………………………大　谷　　　良 　 5–226
　■　図　　説

「がんゲノム医療」シリーズ　No. ５
非小細胞肺がんのゲノム医療………………………………………………………………泉　　　大　樹　 ほか 　5–231
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録…………………………………………………………………………………… 　 5–236



Nov./Dec．2020─ 516 ─

VOL. 74  NO. ６
　■　論　　説
COVID.19陽性筋ジストロフィー・重症心身障害児者等の
　神経筋難病患者の呼吸ケアにおける感染予防対策……………………………………松　村　　　剛　 ほか 　6–251
　■　原　　著
デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の歩行可能期における
　側彎症有病率の検討………………………………………………………………………立　石　貴　之　 ほか 　6–261
　■　報　　告
大動脈弁狭窄を合併したS字状中隔による左室流出路狭窄，　
僧帽弁閉鎖不全に対し大動脈弁人工弁置換，中隔心筋切除を施行した１例…………椎　久　哉　良　 ほか 　6–267
　■　総合医学会報告
シンポジウム：NHOにおける臨床研究法の取り組みについて 
…………………………………………………………………………………………座長　伊　藤　澄　信　 ほか 　6–271
国立病院機構の認定臨床研究審査委員会について………………………………………小　林　卓　馬 　 6–275
特定臨床研究の研究代表医師としての立場から…………………………………………松　村　　　剛 　 6–279
NHOにおける臨床研究法の取り組みについて
　－認定臨床研究審査委員会の委員長の立場から－……………………………………金　村　米　博 　 6–283
名古屋医療センター臨床研究審査委員会設置から運営開始までの取り組み…………米　島　　　正 　 6–288
　■　図　　説

「がんゲノム医療」シリーズ　No. ６
次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に
　基づくがん診療ガイダンス（第2.0版）…………………………………………………土　原　一　哉 　 6–293
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録…………………………………………………………………………………… 　 6–297 

VOL. 74  NO. ７
　■　原　　著
小児熱性けいれん患者における頭部画像検査の実施状況と
　有用性についての検討……………………………………………………………………土　屋　弘　樹　 ほか 　7–309
　■　報　　告
麻酔科における診療看護師の活動と術中麻酔管理領域研修修了者との
　協働について………………………………………………………………………………川　村　知　也　 ほか 　7–316
　■　総合医学会報告

シンポジウム１：がん治療における口腔ケア 
…………………………………………………………………………………………………吉　田　和　也　 ほか 　7–322
看護師によるがん患者への口腔ケアのポイント…………………………………………千　葉　由　美 　 7–325

シンポジウム２：多職種連携 －情報を用いたコミュニケーション活用
診療情報管理士が活躍する病院は発展する………………………………………………吉　住　秀　之 　 7–333
多職種協働による医療の質と安全の可能性………………………………………………島　田　裕　子 　 7–336
　■　図　　説

「がんゲノム医療」シリーズ　No. ７
消化管がんのゲノム医療……………………………………………………………………谷　口　浩　也 　 7–340
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録…………………………………………………………………………………… 　 7–344
 



IRYO　Vol．74　No．11/12 ─ 517 ─



VOL. 74  NO. ８/９
　■　総合医学会報告

シンポジウム：疾患レジストリ・ビッグデータを用いた臨床研究
………………………………………………………………………………………座長　横　田　一　郎　 ほか 　8/9–397
　■　総　　説
初診外来で高血圧患者をどう診るか……………………………………………………加　藤　　　徹 　 8/9–359
　■　報　　告
当初Prader-Willi症候群（PWS）が疑われた
　20番染色体母性片親性ダイソミー（UPD（20）mat）の１女児例………………藤　中　秀　彦　 ほか 　8/9–364
発熱・腹痛の主訴から肺膿瘍と診断し，
　治療経過の評価に超音波検査が有用だった１小児例………………………………服　部　真理子　 ほか 　8/9–369
　■　総合医学会報告

シンポジウム：誤認防止：「確認」行為をあらためて考える 
………………………………………………………………………………………座長　北　森　伴　人　 ほか 　8/9–374
診療現場における情報共有と確認行為：
　コミュニケーション・エラーのない組織を目指して………………………………古　谷　良　輔 　 8/9–377
薬剤部における誤認防止の取り組み……………………………………………………山　下　大　輔 　 8/9–381
　■　図　　説

「がんゲノム医療」シリーズ　No. ８
希少がんのゲノム異常と治療開発………………………………………………………下　井　辰　徳　 ほか 　8/9–383

「がんゲノム医療」シリーズ　No. ９
がん遺伝子パネル検査導入後の新規薬剤開発…………………………………………伊　田　英　恵　 ほか 　8/9–390
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録………………………………………………………………………………… 　 8/9–396

VOL. 74  NO. 10
　■　原　　著
運動と食事による行動変容のストレス研究
　－マラソン完走前後の心と体の変化を計測する－ …………………………………中　村　浩　士　 ほか 　10–411
　■　報　　告
病理剖検数向上に向けた九州医療センターの取り組み ………………………………延　命　吉世子　 ほか 　10–419
　■　総合医学会報告

シンポジウム：アレルギー・リウマチ領域における最先端の臨床研究
【アレルギー領域】
免疫・アレルギー（旧免疫異常）ネットワーク研究グループの現況 ………座長　谷　口　正　実 　 10–424
NSAIDs不耐症/アスピリン喘息（AERD）における
　病態解明の進歩と臨床的側面 …………………………………………………………谷　口　正　実 　 10–428
小児食物アレルギーの最先端の研究成果 ………………………………………………海老澤　元　宏　 ほか 　10–437

【リウマチ領域】
本邦関節リウマチの現状と残された課題
　－治療の進歩と間質性肺病変診断バイオマーカーの開発－ ………………座長　當　間　重　人 　 10–441
NinJaネットワークを利用した関節リウマチ関連間質性
　肺病変のバイオマーカー探索 …………………………………………………………古　川　　　宏　 ほか 　10–444
大規模関節リウマチデータベース“NinJa”が語る真実………………………………松　井　利　浩 　 10–447
　■　図　　説「がんゲノム医療」シリーズ　No. 10



Nov./Dec．2020─ 518 ─

腫瘍遺伝子変異量（TMB）と免疫チェックポイント阻害剤…………………………洞　澤　智　至　 ほか 　10–451
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録 ………………………………………………………………………………… 　 10–455

VOL. 74  NO. 11/12
　■　総　　説
悪性リンパ腫の標準療法と今後の展開………………………………………………永　井　宏　和 　 11/12–467
　■　原　　著
慢性期病棟入院患者における各種ビタミンと微量元素の評価に関する研究……村　崎　明　広　 ほか 　11/12–472
　■　報　　告
馬蹄腎に発生した腎盂尿路上皮癌
　症例報告と本邦報告例の臨床的検討………………………………………………水　沢　弘　哉　 ほか 　11/12–481
　■　総合医学会報告

シンポジウム１：医師偏在の解消に向けて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－変わりゆく医師数や労働環境の中で－
……………………………………………………………………………………座長　早　川　啓　史　 ほか 　11/12–485
医師の不足と過剰　－医師偏在について考える－…………………………………桐　野　高　明 　 11/12–488
少子高齢医師不足　－障がい児者医療の現場から－………………………………飛　田　宗　重 　 11/12–491
医師の地域偏在に対して現場の医療機関ができることは何か？…………………小　林　利　彦 　 11/12–494

シンポジウム２：医師偏在実態と医師確保の実際
医師不足病院における医師確保戦略
　－飯山赤十字病院が医師確保できるようになるまでの経緯－…………………石　坂　克　彦 　 11/12–498
　■　図　　説

「がんゲノム医療」シリーズ　No. 11
がんゲノム医療における遺伝カウンセリング………………………………………平　田　　　真　 ほか 　11/12–503

「がんゲノム医療」シリーズ　No. 12
がん全ゲノム解析への展開……………………………………………………………間　野　博　行 　 11/12–508
　■　会　　報
編集余滴，編集会議議事録……………………………………………………………………………… 　 11/12–512


