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論文・総説 

・Ultrastructural observation of filtration membrane in cell-free and concentrated ascites reinfusion 

therapy for malignant ascites 

Kenichi Koga, Takeshi Ishihara, Yohei Doi, Ryota Suzuki, Masakazu Komatsu, Kosei Abe, 

Takahiro Tanaka, Ryuji Iwaki, Hiroyuki Hashi, Akira Sugawara 

Ther Apher Dial. 2021 Oct 24.doi: 10.1111/1744-9987.13747. 

・Heparin-induced thrombocytopenia among incident hemodialysis patients anticoagulated with 

 low molecular weight heparin: A single-center retrospective study 

Yohei Doi, Kenichi Koga, Sayaka Sugioka, Yui Inoue, Tetsuya Arisato, Keisuke Nishioka, 

Takeshi Ishihara, Akira Sugawara 

Nefrologia. 2020 Aug 14;S0211-6995(20)30093-X. 

・【内分泌症候群(第 3 版)-その他の内分泌疾患を含めて-】その他 腎不全による内分泌機能不全 

井上 唯衣(大阪赤十字病院 腎臓内科), 菅原 照 

日本臨床(0047-1852)別冊内分泌症候群 IV Page588-592, 2019 

・同種造血幹細胞移植後の CKD 患者に腎生検を行い移植関連血栓性微小血管症(TA-TMA)と診断した 2 例 

赤嶺 綸子, 古賀 健一, 井上 唯衣, 有里 哲哉, 岩田 恵, 杉岡 清香, 土井 洋平, 西岡 敬祐, 菅原 照 

日本腎臓学会誌(0385-2385)60 巻 7 号 Page1023-1031, 2018 

・【腎硬化症-今日の視点から】悪性腎硬化症 悪性腎硬化症の治療と管理 

菅原 照 

腎と透析(0385-2156)84 巻 5 号 Page738-742, 2018 

・Three Cases of Hemodialysis Patients Receiving High-Dose Ceftriaxone: Serum Concentrations 

 and Its Neurotoxicity. 

Inoue Y, Doi Y, Arisato T, Sugioka S, Koga K, Nishioka K, Sugawara A. 

Kidney Int Rep. 2017 Apr 7;2(5):984-987. 

・A case of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) triggered by methicillin-susceptible 

 Staphylococcus aureus (MSSA) bacteremia. 

Sakuya Sugioka , Yohei Doi , Takeshi Ishihara , Tetsuya Arisato , Keisuke Osaki , Kenichi 

Koga , Masao Koshikawa and Akira Sugawara 

Renal Replacement Therapy 2:62,2016 

・腹水濾過濃縮再静注法(CART)を安全に施行するための臨床技術と院内連携 

石原 健志, 又曽 建八, 坪田 卓也, 白井 勇希, 佐藤 栄次郎, 前田 哲男, 橘 千暁, 下村 太郎, 佐上 善

昭, 松本 充世, 佐藤 由美子, 達城 行準, 千田 繁彦, 今田 和典, 端 裕之, 井上 唯衣, 有里 哲哉, 杉

岡 清香, 土井 洋平, 古賀 健一, 菅原 照 

大阪透析研究会会誌(0912-6937)34 巻 1 号 Page57-62, 2016 



・Nephrotic range proteinuria as a strong risk factor for rapid renal function decline during 

 pre-dialysis phase in type 2 diabetic patients with severely impaired renal function. 

Kitai Y, Doi Y, Osaki K, Sugioka S, Koshikawa M, Sugawara A. 

Clin Exp Nephrol. 2015 Dec;19(6):1037-43. 
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・MYH9 遺伝子変異を認めた巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）の一例 

小川 雅子，古賀 健一，福島 知穂，大宮 千明，東 良亮，西岡 敬祐，長野 智那，野津 寛大，八幡 

兼成 

第 51 回日本腎臓学会西部学術大会 web 2021.10.15 

・傍髄質領域の組織障害が軽度で発症 6 か月後に透析を離脱し得た腎皮質壊死の一例 

福島 知穂，古賀 健一，小川 雅子，大宮 千明，東 良亮，西岡 敬祐, 八幡 兼成 

第 51 回日本腎臓学会西部学術大会 web 2021.10.15 

・Cosmetic injection-associated granulomatosis による高カルシウム血症が疑われた一例 

東 良亮，小川 雅子, 福島 知穂, 大宮 千明，古賀 健一，西岡 敬祐, 八幡 兼成 

第 51 回日本腎臓学会西部学術大会 web 2021.10.15 

 

・凝固能異常のため生検が困難で，診断に苦慮した原発性アミロイドーシスの一例 

大宮 千明，古賀 健一, 西岡 敬祐, 東 良亮，小川 雅子, 福島 知穂,八幡 兼成 

第 51 回日本腎臓学会西部学術大会 web 2021.10.15 

・悪性高血圧に伴う TMA により末期腎不全に至った１例 

三宅 雄大, 東 良亮，小川雅子，福島知穂，前田広太郎，古賀健一，西岡敬祐，八幡兼成 

第 232 回内科学会近畿地方会 web 2021.6.26 

・腎生検病理診断コンサルテーション・アンド・レビュー 抗凝固薬内服中に高度尿潜血を伴う RPGN を呈

し、膜性腎症と広範な尿細管間質障害を認めた高齢者の一例 

小川 雅子, 古賀 健一, 西岡 敬祐, 八幡 兼成 

第 64 回日本腎臓学会学術総会 横浜 2021.6.19 

・バスキュラーアクセス手術 (AVF)における内科医としての工夫 

西岡 敬祐, 八幡 兼成 

第 66 回日本透析医学会学術集会 横浜 2021.6.5 

・たこつぼ型心筋症を発症した血液透析患者の二例 

小川 雅子, 福島 知穂, 東 良亮, 大宮 千明, 前田 広太郎, 古賀 健一, 西岡 敬祐, 八幡 兼成 

第 66 回日本透析医学会学術集会 横浜 2021.6.4 


