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学会発表（医局）
＜呼吸器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 当院におけるEBUS-TBNAの
有用性、安全性の検討 筆頭演者 菅沼　伸一 第39回日本呼吸器内視鏡

学会学術集会 名古屋市 2016/6/23

2
ステロイド離脱にN95マスク
着用が有用であったバラ栽培
従事者に発症した職業関連過
敏性肺臓炎の1例

筆頭演者 菅沼　伸一
第128回日本結核病学会
東海地方学会･第110回日
本呼吸器学会東海地方学
会

名古屋市 2016/11/6

3
尿崩症と二次性副腎不全を初
発症状とした肺腺癌下垂体転
移の1例

筆頭演者 樋口　道雄 第110回日本呼吸器学会
東海地方学会 名古屋市 2016/11/6

＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 IVRで救命し得た出血性胃潰
瘍の1例 筆頭演者 望月　　聡 第38回東三医学会 豊橋市 2016/3/5

2
BillrothⅡ再建後の総胆管結
石患者に対する斜視型内視鏡
治療の成績

筆頭演者 松原　　浩 第102回日本消化器病学
会総会 東京都 2016/4/21

3
当院におけるダクラタスビル
/アスナプレビル (DCV/ASV)
併用療法の高度腎障害患者へ
の治療効果と安全性の検討

筆頭演者 山本　崇文 第102回日本消化器病学
会総会 東京都 2016/4/21

4 クローン病におけるAZA/6-
MPの治療効果 筆頭演者 片岡　邦夫 第102回日本消化器病学

会総会 東京都 2016/4/21

5
当院にてESDを施行した80歳
以上の超高齢者における早期
胃癌の特徴と安全性

筆頭演者 山本　健太 第102回日本消化器病学
会総会 東京都 2016/4/21

6 当院におけるERCP後膵炎に
おける重症化因子の検討 筆頭演者 木下　雄貴 第91回日本消化器内視鏡

学会総会 東京都 2016/5/12

7
当院における超音波内視鏡下
瘻孔形成術の成績と偶発症に
対する対処方法

筆頭演者 片岡　邦夫 第91回日本消化器内視鏡
学会総会 東京都 2016/5/12

8
当院における医原性消化管穿
孔に対するOTSC (Over-The-
Scope-Crip) の使用経験

筆頭演者 山本　崇文 第91回日本消化器内視鏡
学会総会 東京都 2016/5/12

9
胃切除BillrothⅡ再建後の閉
塞性黄疸に対する斜視型内視
鏡治療の有用性

筆頭演者 山本　和弘 第91回日本消化器内視鏡
学会総会 東京都 2016/5/12

10
前日尿量を基準とした個別化
飲水制限を用いたトルバプタ
ン治療の安全性と治療効果の
検討

筆頭演者 山本　健太 第52回日本肝臓学会総会 千葉市 2016/5/20

11
胆嚢隆起性病変に対する定量
的評価を加えた造影腹部超音
波検査の有用性の検討

筆頭演者 山本　崇文 日本超音波医学会第89回
学術集会 京都市 2016/5/29

12
検診腹部超音波検査で発見
したGIST (Gastrointestinal 
stromal tumor) 肝転移の1例

筆頭演者 山本　崇文 第55回日本消化器がん検
診学会総会 鹿児島市 2016/6/10

13
検診腹部超音波が発見契機と
なったβカテニン活性化型肝
細胞腺腫の1例

筆頭演者 内藤　岳人 第55回日本消化器がん検
診学会総会 鹿児島市 2016/6/10
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14
腹部超音波検診判定マニュア
ルを用いた膵検診と適切な二
次精検方法の検討

筆頭演者 松原　　浩 第55回日本消化器がん検
診学会総会 鹿児島市 2016/6/10

15
当院でダクラタスビル/アス
ナプレビル併用療法を導入し
SVRを達成した症例の検討

筆頭演者 山本　崇文 日本消化器病学会東海支
部第124回例会 浜松市 2016/6/18

16 消化管濾胞性リンパ腫の1例 筆頭演者 松田　宜賢 日本消化器病学会東海支
部第124回例会 浜松市 2016/6/18

17 潰瘍性大腸炎に合併した悪性
リンパ腫の1例 筆頭演者 南　　喜之 日本消化器病学会東海支

部第124回例会 浜松市 2016/6/18

18 回結腸間膜脂肪肉腫の1例 筆頭演者 植月　康太 日本消化器病学会東海支
部第124回例会 浜松市 2016/6/18

19
膵腺扁平上皮癌に対してnab-
paclitaxell + gemcitabineを
投与した一剖検例

筆頭演者 片岡　邦夫 日本消化器病学会東海支
部第124回例会 浜松市 2016/6/18

20 主膵管拡張を契機に発見され
たPNETの一例 筆頭演者 山本　和弘 日本消化器病学会東海支

部第124回例会 浜松市 2016/6/18

21
急速に増大し、嚢胞形成を伴
った原発性肝癌肉腫の一切除
例

筆頭演者 木下　雄貴 日本消化器病学会東海支
部第124回例会 浜松市 2016/6/18

22 上行結腸印環細胞癌を含む大
腸多発癌の1例 筆頭演者 飛田恵美子 日本内科学会第229回東

海地方会 浜松市 2016/6/26

23
The risk factor of the severity 
in post-endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography 
pancreatitis

筆頭演者 Hiroshi 
Matsubara

第47回日本膵臓学会大
会・第20回国際膵臓学
会・第6回アジアオセア
ニア膵臓学会

仙台市 2016/8/4

24

IPMN of pancreas can be a 
cause of chronic pancreatitis 
(CP) and it may promote 
concomitant pancreatic 
cancer-EUS fi ndings of early 
CP and clinicopathological 
features in IPMN patients-

筆頭演者 Motokazu 
Fujita

第47回日本膵臓学会大
会・第20回国際膵臓学
会・第6回アジアオセア
ニア膵臓学会

仙台市 2016/8/4

25
急性胆嚢炎･肝膿瘍の治療中
に腹部超音波検査で発見され
た胆嚢癌の1例

筆頭演者 山本　崇文 日本超音波医学会第37回
中部地方会 名古屋市 2016/9/25

26 異時性に発生した膵IPMN由
来癌の1例 筆頭演者 田中　　仁 第230回日本内科学会東

海地方会 名古屋市 2016/10/16

27
レジパスビル/ソホスブビル
併用療法完遂後にウイルス学
的再燃をした3症例

筆頭演者 山本　崇文 第230回日本内科学会東
海地方会 名古屋市 2016/10/16

28 胃結核の1例 筆頭演者 加納　佑一 第230回日本内科学会東
海地方会 名古屋市 2016/10/16

29 IPMNは背景膵の線維化を基
盤に膵癌の危機因子となる 筆頭演者 藤田　基和 第58回日本消化器病学会

大会(JDDW2016) 神戸市 2016/11/3

30 当院における自己免疫性膵炎
の再燃例の検討 筆頭演者 山本　崇文 第58回日本消化器病学会

大会(JDDW2016) 神戸市 2016/11/3

31
肝細胞癌治療歴のある
genotype1型C型慢性肝炎･肝
硬変に対するIFNフリー治療
後の肝細胞癌再発患者の検討

筆頭演者 山本　崇文 日本消化器病学会東海支
部第125回例会 名古屋市 2016/11/19

32 6MPの用量調節が有効であっ
た小腸大腸型クローン病の一例 筆頭演者 松田　宜賢 日本消化器病学会東海支

部第125回例会 名古屋市 2016/11/19

33
ヘリコバクターピロリ(HP) 陽
性早期胃癌ESD後の異時性再
発の検討

筆頭演者 山本　和弘 日本消化器病学会東海支
部第125回例会 名古屋市 2016/11/19
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34 孤立性線維性腫瘍との鑑別を
要したKIT陰性GISTの1例 筆頭演者 飛田恵美子 日本消化器病学会東海支

部第125回例会 名古屋市 2016/11/19

35 特異な形態を呈したC-KIT陰
性GISTの一切除例 筆頭演者 木下　雄貴 第59回日本消化器内視鏡

学会東海支部例会 名古屋市 2016/12/3

36 粘膜下腫瘍の形態を呈した胃
濾胞性リンパ腫の1例 筆頭演者 山本　崇文 第59回日本消化器内視鏡

学会東海支部例会 名古屋市 2016/12/3

37 大腸ESD巨大病変の治療成績
と問題 筆頭演者 南　　喜之 第59回日本消化器内視鏡

学会東海支部例会 名古屋市 2016/12/3

38
当院における切除不能悪性胆
道閉塞に対する超音波内視鏡
下瘻孔形成術の治療成績

筆頭演者 植月　康太 第59回日本消化器内視鏡
学会東海支部例会 名古屋市 2016/12/3

39 早期胃癌ESD後異時性再発に
ついての検討 筆頭演者 山本　和弘 第59回日本消化器内視鏡

学会東海支部例会 名古屋市 2016/12/3

40
潰瘍性大腸炎に合併した直腸
LSTに対しESDを施行した一
例

筆頭演者 田中　　仁 第59回日本消化器内視鏡
学会東海支部例会 名古屋市 2016/12/3

＜循環器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 分子標的薬に関連した心障害
が生じた2症例 筆頭演者 鈴木　一秋 第38回東三医学会 豊橋市 2016/3/5

2 アミオダロンによる肺障害を
疑った拡張型心筋症の1例 筆頭演者 岡田百合香 第38回東三医学会 豊橋市 2016/3/5

3
両側臀部間欠性跛行をきたし
た腹部大動脈狭窄にEVTを施
行した1例

筆頭演者 島津　修三 第147回日本循環器学会
東海地方会 浜松市 2016/6/11

4 心窩部痛で発症、腹腔動脈病
変を観察しえた成人水痘の1例 筆頭演者 瀬名波　徹 第230回日本内科学会東

海地方会 名古屋市 2016/10/16

＜腎臓内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
Fanconi症候群とRenal Salt 
Wastingを合併したレジオネ
ラ肺炎の1例

筆頭演者 嶋谷　拓真 第228回日本内科学会東
海地方会 名古屋市 2016/2/21

2 豊橋市民病院ICUにおけるア
フェレーシスの動向 筆頭演者 山川　大志 第61回日本透析医学会学

術集会･総会 大阪市 2016/6/10

3 耳朶ひだは維持透析患者にお
ける心血管病のマーカーである 筆頭演者 前川　道隆 第61回日本透析医学会学

術集会･総会 大阪市 2016/6/11

4
長期的な非トンネル型透析カ
テーテル留置により硬膜外膿
瘍をきたした1例

筆頭演者 伊藤　孝典 第229回日本内科学会東
海地方会 浜松市 2016/6/26

5
バンコマイシンによる発熱性
好中球減少症を呈した血液透
析患者の一例

筆頭演者 前川　道隆 第46回日本腎臓学会東部
学術大会 東京都 2016/10/7

6
再発時に異なる免疫学的異常
を呈した感染症心内膜炎･半
月体形成性腎炎の一例

筆頭演者 渡邉　絢史 第46回日本腎臓学会西部
学術大会 宮崎市 2016/10/14

7
亜急性の肝障害、腎障害で発
症し、ATTRアミロイドーシ
スとの鑑別に苦慮したALア
ミロイドーシスの1例

筆頭演者 渡邉　絢史 第46回日本腎臓学会西部
学術大会 宮崎市 2016/10/15
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8
強皮症腎クリーゼによるTMA
と心外膜炎に対して、リツキ
シマブが有効であった一例

筆頭演者 野村　理恵 第46回日本腎臓学会西部
学術大会 宮崎市 2016/10/15

9

ヘパリンフラッシュによって
感作され、透析導入を契機に
発症した非代償性肝硬変合併
急速発症型ヘパリン起因性血
小板減少症 (HIT) の1例

筆頭演者 渡邉　絢史 第230回日本内科学会東
海地方会 名古屋市 2016/10/16

10 抗菌薬による好中球減少症を
呈した2症例 筆頭演者 前川　道隆

第65回日本感染症学会東
日本地方学術集会･第63
回日本化学療法学会東日
本支部総会合同学会

新潟市 2016/10/28

＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 脊髄空洞症による横隔神経麻
痺でSIADHを来した1例 筆頭演者 山守　育雄 第228回日本内科学会東

海地方会 名古屋市 2016/2/21

2
高Ca血症の制御にデノスマブ
が有効であった副甲状腺癌の
1例

筆頭演者 山守　育雄 第89回日本内分泌学会学
術集会 京都市 2016/4/22

3
安全なインスリン療法をめざ
したインスリン関連インシデ
ントレポート･アンケートの
解析

共同演者 山守　育雄 第59回日本糖尿病学会年
次学術集会 京都市 2016/5/19

4
地域中核病院入院患者におけ
る糖尿病患者数の増加につい
て

筆頭演者 山守　育雄 第59回日本糖尿病学会年
次学術集会 京都市 2016/5/20

5
肺癌下垂体転移に伴う下垂体
前葉機能低下症と中枢性尿崩
症の1例

筆頭演者 金田　成康 第229回日本内科学会東
海地方会 浜松市 2016/6/26

6
ダクラタスビル･アスナプレ
ビル併用療法時に血糖増悪を
呈した1例

筆頭演者 荻本　　繁 第90回日本糖尿病学会中
部地方会 名古屋市 2016/10/2

7
糖尿病啓発イベント時に行っ
た間食および食事療法に関す
る意識調査

筆頭演者 荻本　　繁 第90回日本糖尿病学会中
部地方会 名古屋市 2016/10/2

8
救急外来で中枢性めまいをと
らえるために－スコアリング
の作成と精度の検討－

共同演者 長谷川義高 第65回日本農村医学会学
術集会 志摩市 2016/10/28

9 両側副腎偶発腫瘤で発見され
た両側副腎出血の1例 共同演者 長谷川義高 第26回臨床内分泌代謝

Update さいたま市 2016/11/19

＜神経内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 急性期脳梗塞患者の自宅退院
に関わる因子の検討 筆頭演者 大山　　健 第41回日本脳卒中学会総

会 札幌市 2016/4/14

2
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
(CIDP) における骨格筋の定
量的評価

筆頭演者 大山　　健 第27回日本末梢神経学会
学術集会 大阪市 2016/8/26
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＜血液・腫瘍内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1

Minimal residual 
diseasebased strategies in 
hematopoietic cell 
transplantation for 
Philadelphia 
chromosomepositive acute 
lymphoblastic leukemia.

筆頭演者 Satoshi 
Nishiwaki

The20th Winter Meeting 
of the Korean Society 
of Blood and Marrow 
Transplantation

韓国 2016/2/26

2
新規に非血縁ドナーからの骨
髄採取を安全に実施するため
の取り組み

筆頭演者 西脇　聡史 第38回日本造血細胞移植
学会総会 名古屋市 2016/3/4

3 Ph(+)ALLにおけるMRDと移
植成績 筆頭演者 西脇　聡史 第38回日本造血細胞移植

学会総会 名古屋市 2016/3/5

4
Utility of FOBT followed by 
colonoscopy for dasatinib-
induced asymptomatic 
hemorrhagic colitis 

筆頭演者 Satoshi 
Nishiwaki

第78回日本血液学会学術
集会 横浜市 2016/10/15

5
妊娠中にABVd療法を行い切
迫早産やニューモシスチス肺
炎を合併したホジキンリンパ
腫の1例

筆頭演者 岡田百合香 第230回日本内科学会東
海地方会 名古屋市 2016/10/16

6

Signifi cance of Fecal Occult 
Blood Test Followed by 
Colonoscopy for Asymptomatic 
Dasatinibinduced 
Hemorrhagic Colitis.
(CML1501 Study)

筆頭演者 Satoshi 
Nishiwaki

58th Annual Meeting 
of American Society of 
Hematology

San Diego 2016/12/3

＜一般外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 上腰ヘルニアの一例 筆頭演者 西村　元伸 第45回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/2/11

2
大腿静脈内へ急速進展した血
栓を伴う大伏在静脈venous 
aneurysmの1手術例

筆頭演者 神原　祐一 第45回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/2/11

3 イレウス管が誘因と考えられ
た腸重積の1例 筆頭演者 野中有紀子 第45回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/2/11

4 骨盤操作先行ロボット支援腹
腔鏡下直腸切除術の経験 筆頭演者 伊藤　喜介 第45回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/2/11

5
子宮広間膜裂孔ヘルニアによ
る絞扼性イレウスに対して腹
腔鏡補助下小腸切除術を施行
した1例

筆頭演者 出井　秀幸 第52回日本腹部救急医学
会総会 東京都 2016/3/4

6
虫垂炎後の遺残膿瘍に対し腹
腔鏡下ドレナージを行った2
例

筆頭演者 荒川　拓也 第38回東三医学会 豊橋市 2016/3/6

7
膿瘍形成性虫垂炎に対する
interval appendectomyは是
か非か

筆頭演者 青葉　太郎 第116回日本外科学会定
期学術集会 大阪市 2016/4/14

8 腎細胞癌術後19年目に切除し
た膵転移の1例 筆頭演者 伊藤　量吾 第291回東海外科学会 名古屋市 2016/4/29

9
術前に肝内胆管癌と考えられ
たIgG4関連炎症性偽腫瘍の1
例

筆頭演者 小池　佳勇 第291回東海外科学会 名古屋市 2016/4/29
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10 内視鏡的胃瘻造設術後に生じ
た胃横行結腸瘻の1例 筆頭演者 滝本愛太朗 第291回東海外科学会 名古屋市 2016/4/29

11
腹腔鏡補助下胃全摘術後に食
道裂孔ヘルニアを発症した1
例

筆頭演者 出井　秀幸 第291回東海外科学会 名古屋市 2016/4/29

12
乳癌術後のサーベイランスに
おける腫瘍マーカーの有用性
の検討

筆頭演者 西村　元伸 第24回日本乳癌学会学術
総会 東京都 2016/6/16

13 乳癌地域連帯クリニカルパス
運用5年間の検討 筆頭演者 吉原　　基 第24回日本乳癌学会学術

総会 東京都 2016/6/17

14
進行再発乳癌における内分泌
療法時の腫瘍マーカー推移の
検討

筆頭演者 三品　拓也 第24回日本乳癌学会学術
総会 東京都 2016/6/17

15
肛門管･人工肛門部結腸に血
行性転移を来した肝細胞癌の
1例

筆頭演者 山口　直哉 第71回日本消化器外科学
会総会 徳島市 2016/7/15

16 EBウイルス関連胃癌11例の
経験 筆頭演者 小池　佳勇 第71回日本消化器外科学

会総会 徳島市 2016/7/15

17 十二指腸局所切除を施行した
十二指腸腫瘍の検討 筆頭演者 和田　幸也 第71回日本消化器外科学

会総会 徳島市 2016/7/16

18 良性結腸狭窄症の一例 筆頭演者 梅村　将成 第46回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/7/18

19
結腸切除と同時に修復した腹
壁耀痕ヘルニアのメッシュ感
染の一例

筆頭演者 小林龍太朗 第46回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/7/18

20 腸管内に突出した盲腸腸間膜
脂肪肉腫の1例 筆頭演者 清水　大輝 第46回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/7/18

21
タペンタドールにオピオイド
ローテーションした5例の経
験

筆頭演者 平松　和洋 第14回日本臨床腫瘍学会
学術集会 神戸市 2016/7/29

22
内視鏡的治療により手術を回
避しえた主膵管損傷を伴う外
傷性膵損傷の1例

筆頭演者 野中有紀子 第292回東海外科学会 岐阜市 2016/10/16

23
SOXによる術前化学療法によ
ってpCRが得られた食道胃接
合部癌の1例

筆頭演者 滝本愛太朗 第292回東海外科学会 岐阜市 2016/10/16

24 胆嚢摘出術後に肝被膜下血腫
を合併した1例 筆頭演者 出井　秀幸 第292回東海外科学会 岐阜市 2016/10/16

25
BRAF/PIK3CA遺伝子変異と
原発部位の関連－愛知大腸が
ん遺伝子プロファイル研究第
2報－

筆頭演者 神谷　忠宏 第54回日本癌治療学会学
術集会 横浜市 2016/10/22

26
セツキシマブ使用下に生じる
重篤な低マグネシウム血症の
予防効果の検討

筆頭演者 伊藤　喜介
第24回日本消化器関連学
会週間(第14回日本消化
器外科学会大会)

神戸市 2016/11/5

27 肝硬変症例に対する腹腔鏡下
肝切除術の経験 筆頭演者 青葉　太郎 第78回日本臨床外科学会

総会 東京都 2016/11/24

28 骨盤内臓全摘術の術後合併症・
再入院についての検討 筆頭演者 神谷　忠宏 第78回日本臨床外科学会

総会 東京都 2016/11/25

29 当院における固形癌DIC2例
の治療経験 筆頭演者 西村　元伸 第78回日本臨床外科学会

総会 東京都 2016/11/26

30 Best Practiceとしての腹腔鏡
下虫垂切除術 筆頭演者 神原　祐一 第78回日本臨床外科学会

総会 東京都 2016/11/26

31 腹腔鏡下直腸手術における膣
後壁合併切除 筆頭演者 神谷　忠宏 第29回日本内視鏡外科学

会総会 横浜市 2016/12/8
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32
腹腔鏡下胃手術時のネイサン
ソンリバーリトラクターによ
る肝障害の予防対策

筆頭演者 平松　和洋 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/9

33
市中病院でのロボット支援胃
癌手術導入における問題点と
工夫

筆頭演者 青葉　太郎 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/10

34
盲 腸 受 動 を 必 要 と し な い
Hybrid SILS appendectomy
の術前評価基準

筆頭演者 伊藤　喜介 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/10

35
大網内と左卵巣近傍に停留し
ていた40年前に誤飲した複数
の裁縫針による腹腔内異物の
1例

筆頭演者 山口　直哉 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/10

＜呼吸器外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 胸壁切除後に肩甲骨の胸腔内
陥入を生じた1例 筆頭演者 大畑　賀央 第33回日本呼吸器外科学

会総会 京都市 2016/5/12

2
ダブルルーメンチューブカフ
の大量誤注入による左主気管
支膜様部破裂の1手術例

筆頭演者 親松　裕典 第39回日本呼吸器内視鏡
学会学術集会 名古屋市 2016/6/23

3 当院にてVAC療法を行った3
症例の検討 筆頭演者 大畑　賀央 第39回日本呼吸器内視鏡

学会学術集会 名古屋市 2016/6/24

4
食道胃接合部癌切除後5年3ヶ
月に確認された孤立性肺転移
の1切除例

筆頭演者 親松　裕典 第57回日本肺癌学会学術
集会 福岡市 2016/12/19

＜肛門外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
ストーマ･オストメイトに関
する地域での啓発と医療者教
育について－地域での活動経
過と展開－

筆頭演者 柴田　佳久
第33回日本ストーマ･排
泄リハビリテーション学
会総会

山梨県 2016/2/20

2
胃癌手術における短期栄養状
態変化（インボディーによる
体成分分析）と栄養補助食品
付加効果の検討

筆頭演者 柴田　佳久 第31回日本静脈経腸栄養
学会 福岡市 2016/2/26

＜心臓外科・血管外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
大腿静脈内へ急速進展した血
栓を伴う大伏在静脈venous 
aneurysmの1手術例

共同演者 中山　雅人 第45回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/2/11

2
Visceral malperfusionを伴っ
た急性A型大動脈解離　救命
できたが注意深い経過観察が
必要となった1例

筆頭演者 外山　正志 第147回日本循環器学会
東海地方会 浜松市 2016/6/11

3 大動脈弁乳頭状線維弾性腫の
2例 筆頭演者 外山　正志

日本循環器学会第148回
東海･第133回東北合同地
方会

金沢市 2016/11/5
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3
絞扼性腸閉塞症例における受
診から手術処置までの臨床・
CT評価の検討

筆頭演者 柴田　佳久 第71回日本消化器外科学
会総会 徳島市 2016/7/14

4 豊橋市民病院　肛門外科のク
リニカルパス 筆頭演者 柴田　佳久 第57回東海肛門疾患懇談

会 名古屋市 2016/7/23

5
先進医療導入（ロボット手術
支援システム･｢ダビンチ｣導
入経過と導入後）に対する自
院の現状について

筆頭演者 柴田　佳久 第55回全国自治体病院学
会 富山市 2016/10/21

6
実臨床にて下痢･腹痛発症で
外科的急性腹症と疑診される
カンピロバクター腸炎

筆頭演者 柴田　佳久 第78回日本臨床外科学会
総会 東京都 2016/11/24

＜移植外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1

高カルシウム血症をみたら血
清リン値の測定を～他診療科
にてフォローされていた原発
性副甲状腺機能亢進症3症例
より～

筆頭演者 長坂　隆治 第38回東三医学会 豊橋市 2016/3/5

2
HCV陽性献腎移植患者への
DAA投与が著効した2例と今
後の課題

筆頭演者 長坂　隆治 第49回日本臨床腎移植学
会 鳥取県 2016/3/23

3
術後4日目に抗DR、DQ抗体
陽性の抗体関連型拒絶反応を
認めた一例

筆頭演者 長坂　隆治 第49回日本臨床腎移植学
会 鳥取県 2016/3/24

4 災害被災時等での免疫抑制療
法の提言－服薬管理について－ 共同演者 長坂　隆治 第52回日本移植学会 東京都 2016/10/1

＜整形外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
塊状骨移植とKTプレートで
治療した寛骨臼上方巨大骨欠
損の3例の短期成績

筆頭演者 山内　健一 第46回日本人工関節学会 大阪市 2016/2/26

2
ラピッドアジャストストラッ
トで作製したスモールディス
トラクターを利用した骨接合
術の術中整復法

筆頭演者 三矢　　聡
第126回中部日本整形外
科災害外科学会･学術集
会

浜松市 2016/4/9

3

Combination of bone 
transplantation and 
osteochondral autograft 
transfer for surgical 
repair of large traumatic 
osteochondral defects of the 
knee joint

筆頭演者 Mamoru 
Fujita ESTES Congress 2016 Vienna 2016/4/24

4
Variable angle locking plate
を使用して骨接合を行った関
節窩の転位を伴う肩甲骨骨折
の1例

筆頭演者 福井　　順 第42回日本骨折治療学会 東京都 2016/7/1

5
不安定型骨盤輪骨折に伴う仙
骨骨折に対して縦横のロッド
で固定するlumbo-iliacfi xation
の治療成績

筆頭演者 三矢　　聡 第42回日本骨折治療学会 東京都 2016/7/2
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6 健常者に生じた健常者の大腿
四頭筋断裂の1例 筆頭演者 福井　　順

第127回中部日本整形外
科災害外科学会･学術集
会

松本市 2016/9/30

7
大坐骨切痕－恥骨上枝ケーブ
ルとバットレスプレートで骨
接合術を行った臼底突出症に
合併した寛骨臼骨折－

筆頭演者 三矢　　聡
第127回中部日本整形外
科災害外科学会･学術集
会

松本市 2016/9/30

8
Taylor spatial frameを用いた
松下法で矯正を行った外傷性
足関節尖足拘縮の1例

筆頭演者 三矢　未来
第127回中部日本整形外
科災害外科学会･学術集
会

松本市 2016/10/1

＜リウマチ科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1

関節リウマチにおける2年間
のアバタセプト治療が、疾患
活動性、生活の質、関節破壊
防止に与える影響－MTXと
PSLの減量に注目して－

筆頭演者 平野　裕司 第60回日本リウマチ学会
総会 横浜市 2016/4/21

2
関節リウマチの骨粗鬆症に対
するテリパラチド連日投与製
剤の効果－人工膝関節施行患
者と未施行患者の比較－

筆頭演者 平野　裕司 第60回日本リウマチ学会
総会 横浜市 2016/4/22

3
関節リウマチの骨粗鬆症に対
するデノスマブの12か月の有
効性予測因子－多施設研究
TBCR-BONEより－

筆頭演者 平野　裕司 第60回日本リウマチ学会
総会 横浜市 2016/4/22

4
トファシチニブ投与中にリス
テリア髄膜炎にて死亡した関
節リウマチの1例

筆頭演者 長谷川純也 第60回日本リウマチ学会
総会 横浜市 2016/4/22

5

THE PREDICTORS FOR 12 
MONTHS EFFICACY OF 
DENOSUMAB, AN ANTI-
RANKL ANTIBODY,ON 
OSTEOPOROSIS IN 
PATIENTS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS 
FROM MULTICENTER 
STUDY (TBCR-BONE).

筆頭演者 Yuji Hirano

European League 
Against Rheumatism 
Annual European 
Congress of 
Rheumatology 2016

London 2016/6/9

6

DAILY TERIPARATIDE 
TREATMENT AFTER 
BISPHOSPHONATE 
THERAPY IN OSTEOPOSIS 
PATIENTS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS

筆頭演者 Yuji Hirano

European League 
Against Rheumatism 
Annual European 
Congress of 
Rheumatology 2016

London 2016/6/9

7

RELATIONSHIP BETWEEN 
BIOLOGICAL DMARDs 
TREATMENT AND 
COMPLICATION AFTER　
SURGICAL TREATMENT 
IN PATIENTS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS

筆頭演者 Yuji Hirano

European League 
Against Rheumatism 
Annual European 
Congress of 
Rheumatology 2016

London 2016/6/10

8 当院におけるイグラチモド長
期投与例の検討 筆頭演者 磯野　正晶

第28回日本リウマチ学会
中部支部学術集会中部リ
ウマチ学会

福井市 2016/9/2

9
他のbDMARDからの有害事
象によりアバタセプト(ABT)
にスイッチした症例の検討

筆頭演者 長谷川純也
第28回日本リウマチ学会
中部支部学術集会中部リ
ウマチ学会

福井市 2016/9/2



－ 200 －

10
関節リウマチにおける2年間
のアバタセプト治療－MTX
とPSLの減量に注目して－

筆頭演者 平野　裕司
第28回日本リウマチ学会
中部支部学術集会中部リ
ウマチ学会

福井市 2016/9/2

11

関節リウマチの骨粗鬆症での
テリパラチド連日製剤の後療
法－ミノドロネートエルデカ
ルシトールとデノスマブの比
較－

筆頭演者 平野　裕司
第28回日本リウマチ学会
中部支部学術集会中部リ
ウマチ学会

福井市 2016/9/3

12

The Predictors for Twelve 
Months Effi  cacy of 
Denosumab,an Anti-RANKL 
Antibody, on Osteoporosis 
in Rheumatoid Arthritis 
Patients from Japanese 
Multicenter Study (TBCR-
BONE)

筆頭演者 Yuji Hirano ASBMR 2016 Annual 
Meeting Atlanta 2016/9/17

13

Comparative Study between 
"Minodronate with Eldecalc
itol"and"Denosumab"as the 
Treatment after 2-Year Daily 
Teriparatide in Osteoporosis 
in Patients with Rheumatoid 
Arthritis-Results in 12 
Months-

筆頭演者 Yuji Hirano ASBMR 2016 Annual 
Meeting Atlanta 2016/9/19

14

関節リウマチの骨粗鬆症例に
おけるテリパラチド連日投与
製剤の後療法としてのミノド
ロネート＋エルデカルシトー
ルとデノスマブの比較検討

筆頭演者 平野　裕司 第18回日本骨粗鬆症学会 仙台市 2016/10/6

15
関節リウマチの骨粗鬆症に対
するデノスマブの12か月の
有効性予測因子-多施設研究
TBCR-BONEより-

筆頭演者 平野　裕司 第18回日本骨粗鬆症学会 仙台市 2016/10/6

16

関節リウマチにおける非TNF
生物学的製剤治療（トシリズ
マブとアバタセプト）におけ
るメトトレキサートの減量と
中止

筆頭演者 平野　裕司 第31回日本臨床リウマチ
学会 東京都 2016/10/29

17
関節リウマチ患者の骨粗鬆症
におけるビスフォスフォネー
ト製剤後のテリパラチド連日
投与製剤の治療成績

筆頭演者 平野　裕司 第31回日本臨床リウマチ
学会 東京都 2016/10/29

18 当院におけるイグラチモド長
期投与例の検討 筆頭演者 磯野　正晶 第31回日本臨床リウマチ

学会 東京都 2016/10/30

＜脊椎外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
浅腓骨神経感覚神経活動電位
の導出率と椎間孔病変が疑わ
れる症例への実際

筆頭演者 吉原　永武 第45回日本脊椎脊髄病学
会学術集会 千葉市 2016/4/14

2 当院における突発性脊髄硬膜
外血腫（ISEH）の検討 筆頭演者 宮入　祐一 第45回日本脊椎脊髄病学

会学術集会 千葉市 2016/4/14

3
当科における頸椎椎弓根スク
リューの逸脱の検討（支援機
器による違い）

筆頭演者 宮入　祐一 第25回日本脊椎インスト
ゥルメンテーション学会 長崎市 2016/10/28
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＜脳神経外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
Combined surgeryの際に開
頭側から観察された経鼻手術
操作の実際

筆頭演者 若林　健一 第26回日本間脳下垂体腫
瘍学会 福島市 2016/2/19

2 高PRL血症を伴ったサブクリ
ニカルクッシング病の一例 筆頭演者 清水　浩之 第26回日本間脳下垂体腫

瘍学会 福島市 2016/2/20

3
難治性慢性硬膜下血腫に対
し、中硬膜動脈の塞栓術を行
った3例の報告

筆頭演者 雄山　博文 第39回日本脳神経外傷学
会 仙台市 2016/2/27

4
術中動脈瘤破裂に対する
gelatin-thrombin matrix 
hemostat (Floseal) の使用経験

筆頭演者 若林　健一 第41回日本脳卒中学会総
会 札幌市 2016/4/16

5 脳腫瘍に起因する脳出血の症
例 筆頭演者 芝　　良樹 第41回日本脳卒中学会総

会 札幌市 2016/4/16

6 直静脈洞の還流異常を呈した
Arnold-Chiari奇形1型の1例 筆頭演者 雄山　博文 第31回日本脊髄外科学会 東京都 2016/6/9

7 生検を要した小児tumefactive 
demyelinationの1例 筆頭演者 若林　健一 第44回日本小児神経外科

学会 茨城県 2016/6/23

8
軽度の虚血症状で発症した頭
蓋外内頚動脈解離性閉塞に対
する血栓回収・ステント留置
術の是非

筆頭演者 原口　健一 第46回日本脳神経血管内
治療学会中部地方会 浜松市 2016/7/30

9 摘出術を行った延髄
hemangioblastomaの1例 筆頭演者 雄山　博文 日本脳神経外科学会第75

回学術総会 福岡市 2016/9/29

10 急速な視力障害を呈した鼻性
視神経症の2例 筆頭演者 若林　健一 日本脳神経外科学会第75

回学術総会 福岡市 2016/10/1

11
軽度の虚血症状で発症した頭
蓋外内頚動脈解離性閉塞に対
する血栓回収・ステント留置

筆頭演者 原口　健一
第32回NPO法人日本脳神
経血管内治療学会学術総
会

神戸市 2016/11/24

＜小児科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 クロトナーゼ欠損症の一例 筆頭演者 佐久間　肇 第44回日本小児神経学会
東海地方会 名古屋市 2016/1/23

2
Tumefactive demyelinating 
disease (TDD) として発症し
た多発性硬化症 (MS)

筆頭演者 真島　久和 第44回日本小児神経学会
東海地方会 名古屋市 2016/1/23

3 特発性気腹症の一例 筆頭演者 太田　隆徳 第266回日本小児科学会
東海地方会 津市 2016/2/7

4
IgE-dependent mechanism 
and successful desensitization 
of erythritol allergy

筆頭演者 Shiro 
Sugiura

AAAAI Annual 
Meeting 2016

Los 
Angeles 2016/3/6

5
尿路狭窄による腎機能障害を
認めた先天性表皮水疱症の男
児例

筆頭演者 田中　一樹 第119回日本小児科学会
学術集会 札幌市 2016/5/13

6 ファブリー病の兄弟例 筆頭演者 小山　典久 Meet the Experts 名古屋市 2016/6/4

7 当センターにおける後部尿道
弁8症例の臨床経過 筆頭演者 田中　一樹 第51回日本小児腎臓学会 名古屋市 2016/7/7
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8
NIV-NAVAと一酸化窒素吸
入療法の併用が人工呼吸器離
脱に有効だった重症慢性肺疾
患の1例

筆頭演者 横井　克幸 第52回日本周産期･新生
児医学会総会学術集会 富山市 2016/7/17

9
特異的IgE抗体価陰性だが好
塩基球活化性試験陽性であっ
たリンゴアレルギーの1例

筆頭演者 横井　克幸 第53回日本小児アレルギ
ー学会 前橋市 2016/10/9

10
13q22.2q34 tetrasomy 
mosaicism due to an 
inverted duplication with a 
neocentromere

筆頭演者 Toshihiko 
Hattori 

ASHG2016 Annual 
Meeting Vancouver 2016/10/19

11
早発黄疸で発症し破砕赤血球
を認めた遺伝性楕円赤血球症
の1例

筆頭演者 五藤　智子 第61回日本新生児成育医
学会･学術集会 大阪市 2016/12/2

12
人工肛門閉鎖術後に腹壁内気
腫を伴う壊死性軟部組織感染
症を発症した超低出生体重児
の1例

筆頭演者 太田　隆徳 第61回日本新生児成育医
学会･学術集会 大阪市 2016/12/2

13 小児科研修における理想の新
生児研修とは 筆頭演者 横井　克幸 第61回日本新生児成育医

学会･学術集会 大阪市 2016/12/3

＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
子宮頸部上皮内病変に対する
全腹腔鏡下子宮全摘術の治療
成績～TLH施行症例の病理組
織学的検討より～

筆頭演者 河合　要介 第136回東海産科婦人科
学会 岐阜市 2016/2/13

2 当院で経験した子宮腺肉腫の
3例 筆頭演者 國島　温志 第136回東海産科婦人科

学会 岐阜市 2016/2/14

3 生児を得た子宮卵管角部妊娠
の一例 筆頭演者 植草　良輔 第136回東海産科婦人科

学会 岐阜市 2016/2/14

4
連続した妊娠における常染色
体性劣性多発性囊胞腎
(ARPKD) 再発症例の出生前カ
ウンセリングの経験

筆頭演者 岡田真由美 第40回日本遺伝カウンセ
リング学会学術集会 京都市 2016/4/5

5
子宮頸癌　当院における腹腔
鏡下広汎子宮全摘と開腹下広
汎子宮全摘の手術成績の比較

筆頭演者 高野みずき 第68回日本産科婦人科学
会学術講演会 東京都 2016/4/23

6
全腹腔鏡下子宮全摘術 (TLH)
における術前MRIを用いた出
血リスク因子の検討

筆頭演者 河合　要介 第68回日本産科婦人科学
会学術講演会 東京都 2016/4/24

7
子宮体部漿液性腺癌と明細胞
腺癌の臨床的背景および生存
予後の比較

共同演者 河井　通泰 第68回日本産科婦人科学
会学術講演会 東京都 2016/4/24

8
子宮内膜細胞診、組織診が診
断の契機となった類上皮性ト
ロホブラスト腫瘍の1例

筆頭演者 河合　要介 第57回日本臨床細胞学会
春期大会 横浜市 2016/5/29

9
広汎子宮全摘術後に孤立性副
腎転移をきたした子宮頸部小
細胞癌の1例

筆頭演者 河合　要介 第103回愛知産科婦人科
学会 名古屋市 2016/7/2

10 婦人科領域における骨外性
Ewing肉腫の2例 筆頭演者 池田　芳紀 第58回日本婦人科腫瘍学

会学術講演会 鳥取県 2016/7/8

11
子宮頸癌に対する腹腔鏡下手
術の実際～3DシステムとICGに
よるSLNマッピングの導入～

筆頭演者 梅村　康太 第58回日本婦人科腫瘍学
会学術講演会 鳥取県 2016/7/8
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12 当科で経験した低悪性度子宮
内膜間質肉腫7例の検討 筆頭演者 北見　和久 第58回日本婦人科腫瘍学

会学術講演会 鳥取県 2016/7/8

13
子宮頸癌　広汎子宮全摘術　
腹腔鏡下手術と開腹下手術の
成績比較

筆頭演者 高野みずき 第58回日本婦人科腫瘍学
会学術講演会 鳥取県 2016/7/9

14 当院で経験した顆粒膜細胞腫
18例の検討 筆頭演者 松尾　聖子 第58回日本婦人科腫瘍学

会学術講演会 鳥取県 2016/7/9

15 経腟分娩産褥8日目に発症し
た子宮型羊水塞栓の一例 筆頭演者 藤田　　啓 第52回日本周産期･新生

児医学会学術集会 富山市 2016/7/16

16
産科出血に対して子宮動脈塞
栓術（UAE）を施行した26例
の臨床的検討

筆頭演者 河合　要介 第52回日本周産期･新生
児医学会学術集会 富山市 2016/7/17

17 胎児貧血を来たした抗E抗体
陽性妊婦の1例 筆頭演者 甲木　　聡 第52回日本周産期･新生

児医学会学術集会 富山市 2016/7/17

18 当院における分娩前自己血貯
血症例の現状 筆頭演者 國島　温志 第52回日本周産期･新生

児医学会学術集会 富山市 2016/7/18

19
卵巣癌における新規腫瘍抗原
KIF20A発現の検討とペプチ
ドワクチン療法への臨床応用

筆頭演者 河合　要介 第20回日本がん免疫学会
総会 大阪市 2016/7/28

20 当院で経験した胎児貧血をき
たした3症例 筆頭演者 矢吹　淳司 第39回日本母体胎児医学

会学術集会 福島市 2016/8/27

21
CTGのレベル分類と臍帯動脈
血ガスpHの関連についての
検討

筆頭演者 植草　良輔 第39回日本母体胎児医学
会学術集会 福島市 2016/8/27

22
膀胱タンポナーデで発症し血
管塞栓術により治療を行った
腎動静脈瘻合併妊娠の1例

筆頭演者 岡田真由美 第39回日本母体胎児医学
会学術集会 福島市 2016/8/27

23 術前MRIを用いた全腹腔鏡下
子宮全摘術の難易度予測 筆頭演者 河合　要介 第56回日本産科婦人科内

視鏡学会学術講演会 長崎市
2016/9/1
2016/9/2
2016/9/3

24
子宮頸部上皮内病変に対する
全腹腔鏡下子宮全摘術の治療
成績～TLH施行症例の病理組
織学的検討より～

筆頭演者 河合　要介 第56回日本産科婦人科内
視鏡学会学術講演会 長崎市

2016/9/1
2016/9/2
2016/9/3

25
初期子宮頸癌　当院における
腹腔鏡下広汎子宮全摘と開腹
下広汎子宮全摘の手術成績比
較

筆頭演者 高野みずき 第56回日本産科婦人科内
視鏡学会学術講演会 長崎市 2016/9/2

26
市中病院における婦人科内視
鏡手術の教育と安全担保につ
いて

筆頭演者 梅村　康太 第56回日本産科婦人科内
視鏡学会学術講演会 長崎市 2016/9/2

27 腹腔鏡下婦人科悪性腫瘍手術
～導入からアドバンスまで～ 共同演者 梅村　康太 第56回日本産科婦人科内

視鏡学会学術講演会 長崎市 2016/9/2

28
骨盤臓器脱に対する当院にお
ける腹腔鏡下仙骨膣固定術の
成績と施行困難例の検討

筆頭演者 高野みずき 第56回日本産科婦人科内
視鏡学会学術講演会 長崎市 2016/9/2

29 出生児の経過を含めた子癇12
例の検討 筆頭演者 甲木　　聡 第37回日本妊娠高血圧学

会 さいたま市 2016/10/7

30 当院における高血圧合併妊娠
の検討 筆頭演者 岡田真由美 第37回日本妊娠高血圧学

会 さいたま市 2016/10/7

31
産科出血に対して子宮動脈塞
栓術 (UAE) を施行した26例
の臨床的検討

筆頭演者 河合　要介 第104回愛知産科婦人科
学会 名古屋市 2016/10/8

32
自然羊膜破綻による臍帯相互
巻絡を呈した一絨毛膜二羊膜
双胎の1例

筆頭演者 松尾　聖子 第104回愛知産科婦人科
学会 名古屋市 2016/10/8
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33
子宮頸癌IVB期に対する放射
線療法の治療成績と予後因子
解析

筆頭演者 河合　要介 第54回日本癌治療学会学
術集会 横浜市 2016/10/20

34 急性腹症にて発症した子宮お
よび子宮筋腫同時捻転の一例 筆頭演者 岡田真由美 第31回日本女性医学学会

学術集会 京都市 2016/11/5
2016/11/6

35
腹腔鏡下に根治術を行った膣
中隔合併双角子宮片側発生の
若年性子宮体癌の一例

筆頭演者 池田　芳紀 第31回日本女性医学学会
学術集会 京都市 2016/11/5

2016/11/6

36 当院産婦人科における漢方薬
の処方状況解析と評価 筆頭演者 河合　要介 第31回日本女性医学学会

学術集会 京都市 2016/11/5
2016/11/6

37
骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下
仙骨膣固定術の成績と施行困
難例の検討

筆頭演者 高野みずき 第31回日本女性医学学会
学術集会 京都市 2016/11/6

38
当院で施行した腹腔鏡下仙骨
膣固定術 (LSC) の手術成績に
ついて

筆頭演者 國島　温志 第39回日本産婦人科手術
学会 仙台市 2016/11/12

39
膣管拡張が腹腔鏡下手術時の
経膣操作を容易にした膣中隔
合併子宮体癌の一例

筆頭演者 池田　芳紀 第39回日本産婦人科手術
学会 仙台市 2016/11/12

40
2人で施行する傍大動脈リン
パ節郭清における術野展開の
工夫　－リトラクターの有効
活用－

筆頭演者 河合　要介 第39回日本産婦人科手術
学会 仙台市 2016/11/13

41
腹腔鏡にて診断したOHVIRA
症候群より発生した卵管内膜
症、虫垂内膜症の一例

筆頭演者 藤田　　啓 第39回日本産婦人科手術
学会 仙台市 2016/11/13

42
子宮内膜細胞診のセルブロッ
ク法が診断に有用であった低
悪性度子宮内膜間質肉腫の1
例

筆頭演者 河合　要介 第55回日本臨床細胞学会
秋期大会 別府市 2016/11/18

43

Functional analysis of a novel 
cancer-associated antigen 
KIF20A in ovarian cancer 
and clinical application to 
multiple peptides cocktail 
vaccine therapy

筆頭演者 Yousuke 
Kawai 

第45回日本免疫学会学術
集会 沖縄県 2016/12/7

44 腹腔鏡下仙骨膣固定術の工夫 共同演者 高野みずき 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/8

45
腹腔鏡下･ロボット支援下骨
盤外科の新しい試み～膀胱全
摘と婦人科悪性腫瘍～

筆頭演者 高野みずき 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/8

46 低侵襲手術を目指した腹腔鏡
下子宮頚癌手術 筆頭演者 梅村　康太 第29回日本内視鏡外科学

会総会 横浜市 2016/12/8

47
当院の骨盤臓器脱に対する腹
腔鏡下仙骨膣固定術の成績と
施行困難例の検討

筆頭演者 高野みずき 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/8

48
当院における婦人科悪性疾患
に対するロボット支援下手術 
da Vinciの臨床的検討

筆頭演者 高野みずき 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/8

49
腹腔鏡下子宮全摘術において
出血しないための操作、させ
ない技術

筆頭演者 植草　良輔 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/8

50 3D内視鏡で骨盤内手術の安
全性は次なるステージへ 筆頭演者 北見　和久 第29回日本内視鏡外科学

会総会 横浜市 2016/12/9

51
当院における腹腔鏡下子宮全
摘術の定型化～安全で出血量
の少ない手術を目指して～

筆頭演者 池田　芳紀 第29回日本内視鏡外科学
会総会 横浜市 2016/12/10
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52 腹腔鏡下子宮体癌手術　定型
化に向けて 筆頭演者 松尾　聖子 第29回日本内視鏡外科学

会総会 横浜市 2016/12/10

＜産婦人科（生殖医療）＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 個別化調節卵巣刺激における
子宮内膜症の影響とAMH 筆頭演者 矢吹　淳司 第37回日本エンドメトリ

オーシス学会学術講演会 熊本市 2016/1/23

2
分娩後子宮全摘となった当院
の胚移植妊娠症例より得られ
た次の課題

筆頭演者 安藤　寿夫 第136回東海産科婦人科
学会 岐阜市 2016/2/14

3
新鮮単胚移植後生児獲得例か
らみた凍結sibling embryoに
よる次子獲得予測の臨床的検
討

筆頭演者 植草　良輔 第68回日本産科婦人科学
会学術講演会 東京都 2016/4/24

4
タイムラプスを用いたIVF由
来の1PN胚とICSI由来の1PN
胚の検討

筆頭演者 北見　和久 第57回日本卵子学会学術
集会 新潟市 2016/5/15

5
子宮筋腫核出術方針決定のた
めの生殖外来事前受診の重要
性

筆頭演者 甲木　　聡
NPO法人日本不妊カウン
セリング学会第15回学術
集会

東京都 2016/6/3

6
当院における調節卵巣刺激後
に発症した卵巣過剰刺激症候
群の1例

筆頭演者 矢吹　淳司 第38回中部生殖医学会学
術集会 津市 2016/6/18

7
凍結胚移植による癒着胎盤の
リスク因子の検討　単一施設
からのデータを用いて

筆頭演者 松尾　聖子 第34回日本受精着床学会
総会･学術講演会 軽井沢町 2016/9/15

8
PCOSにおける第一胚分割異
常発生の過多は排卵数の過多
に起因する

筆頭演者 藤田　　啓 第34回日本受精着床学会
総会･学術講演会 軽井沢町 2016/9/16

9 胚移植後の妊娠分娩経過が不
良であった3症例 筆頭演者 矢吹　淳司 第19回日本IVF学会学術

集会 神戸市 2016/10/1

10
当院におけるAMH1.0未満の
ARTの年齢別の妊娠率や採
卵数の検討

筆頭演者 國島　温志 第19回日本IVF学会学術
集会 神戸市 2016/10/2

11
PCOSにおける第一胚分割異
常発生率は排卵数の影響を受
ける

筆頭演者 藤田　　啓 第61回日本生殖医学会学
術講演会･総会 横浜市 2016/11/3

2016/11/4

12
新鮮単胚移植後生児獲得周期
における余剰凍結胚を用いた
次子獲得予測の臨床的検討

筆頭演者 植草　良輔 第61回日本生殖医学会学
術講演会･総会 横浜市 2016/11/3

2016/11/4

13
凍結胚移植による胎盤形成不
全　癒着胎盤のリスク因子と
して

筆頭演者 松尾　聖子 第61回日本生殖医学会学
術講演会･総会 横浜市 2016/11/4

＜眼科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
細菌感染と免疫機序が関与し
たと考えられる翼状片術後の
壊死性強膜炎

筆頭演者 山口　沙織 第70回日本臨床眼科学会 京都市 2016/11/5
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＜耳鼻いんこう科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
セツキシマブメンテナンス化
学療法中に両側の下腿深部静
脈血栓症をきたした1症例

筆頭演者 小澤泰次郎 第40回日本頭頸部癌学会 さいたま市 2016/6/10

＜皮膚科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
硬化性萎縮性苔癬より生じた
と考えられた腟口部疣状癌の
1例

筆頭演者 山田　元人 第32回日本皮膚悪性腫瘍
学会 鹿児島市 2016/5/28

2 メルケル細胞癌の治療経験 筆頭演者 榊原　倫子 第32回日本皮膚悪性腫瘍
学会 鹿児島市 2016/5/28

3
生体腎移植後免疫抑制患者で、
脂漏性角化症と連続して生じ
た基底細胞癌の一例

筆頭演者 森　章一郎 第67回日本皮膚科学会中
部支部学術大会 大阪市 2016/10/22

＜泌尿器科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
当院における去勢抵抗性前立
腺癌に対するエンザルタミド
の使用経験

筆頭演者 小嶋　一平 第104回日本泌尿器科学
会総会 仙台市 2016/4/23

2 風圧を利用した骨盤内手術出
血コントロールの試み 筆頭演者 長井　辰哉 第104回日本泌尿器科学

会総会 仙台市 2016/4/23

3
当院におけるロボット支援腹
腔鏡下前立腺全摘術 (RARP)
の初期経験

筆頭演者 寺島　康浩 第104回日本泌尿器科学
会総会 仙台市 2016/4/23

4
豊橋市民病院において、去勢
抵抗性前立腺癌に対しカバジタ
キセルを使用した10例の検討

筆頭演者 内藤　祐志 第104回日本泌尿器科学
会総会 仙台市 2016/4/25

5 小切開前立腺全摘除術におけ
る陰茎背静脈処理の工夫 筆頭演者 田中　篤史 第104回日本泌尿器科学

会総会 仙台市 2016/4/25

6
当院におけるTUL/ｆTUL導
入後100例の治療成績:合併症
と不成功症例の検討

筆頭演者 小嶋　一平 第30回日本泌尿器内視鏡
学会総会 大阪市 2016/11/18

7
前立腺全摘において、開放手
術、ミニマム創手術を次世代
に伝えることは可能なのか?

筆頭演者 長井　辰哉 第30回日本泌尿器内視鏡
学会総会 大阪市 2016/11/19

＜麻酔科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1

Long-axis real-time 
ultrasound-guided peripheral 
venous access in overweight 
patients might be eff ective 
choice

筆頭演者 Yasuaki 
Fujita Euroanaesthesia 2016 London 2016/5/29

2
オピオイドを使用中の末期患
者の手術の後の疼痛コントロ
ール

筆頭演者 藤田　靖明 第21回日本緩和医療学会
学術大会 京都市 2016/6/18

3 意識下経鼻挿管後に肺出血を
きたした1症例 筆頭演者 稲生　光春 第44回日本歯科麻酔学会

総会･学術集会 札幌市 2016/10/29
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＜放射線科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
9歳児の右被殻を主座とする
tumefactive demyelinating 
lesionの一例

筆頭演者 中道　玲瑛 第45回日本神経放射線学
会 山形市 2016/2/19

2 子宮頸癌の放射線治療成績 筆頭演者 石原　俊一 日本医学放射線学会第
160回中部地方会 金沢市 2016/6/19

3
Outcomes of radiotherapy 
for patients with uterine 
cervical cancer

筆頭演者 Shunichi 
Ishihara 

日本放射線腫瘍学会第29
回学術大会 京都市 2016/11/26

＜歯科口腔外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 肝転移を来した下顎骨原発性
骨内扁平上皮癌の1例 筆頭演者 白水　敬昌

第34回一般社団法人日本
口腔腫瘍学会総会･学術
大会

横浜市 2016/1/21

2 非ホジキンリンパ腫と同時重
複した舌癌の1例 筆頭演者 白水　敬昌 第70回NPO法人日本口腔

科学会学術集会 福岡市 2016/4/17

3 当科における過去3年間の顎
顔面骨骨折の臨床統計的検討 筆頭演者 寺沢　史誉 第70回NPO法人日本口腔

科学会学術集会 福岡市 2016/4/17

4 OK-432を用いたがま腫硬化
療法の1経験例 筆頭演者 小笠原伯宏

第41回公益社団法人日本
口腔外科学会中部支部学
術集会

名古屋市 2016/5/28

5 当科における過去3年間の外
傷歯における臨床統計的観察 筆頭演者 寺沢　史誉 第16回日本外傷歯学会総

会･学術大会 神戸市 2016/7/16

6

豊橋市民病院における口腔機
能管理チームの取り組み－口
腔機能管理における病棟との
連携システムの構築と活動実
績－

筆頭演者 寺沢　史誉 第25回日本口腔感染症学
会総会･学術大会 神戸市 2016/10/16

7

地域医療支援病院における
NST･口腔機能管理チームの
取り組み－口腔機能管理にお
ける病棟との連携システムの
構築と活動実績－

筆頭演者 寺田　祐代 第55回全国自治体病院学
会 富山市 2016/10/20

8
前立腺癌骨転移の治療中に発
症しデノスマブの関与が疑わ
れた薬剤関連顎骨壊死の1例

筆頭演者 寺沢　史誉
第65回日本感染症学会東
日本地方学術集会･第63
回日本化学療法学会東日
本支部総会合同学会

新潟市 2016/10/29

9 重度間質性肺炎の舌悪性腫瘍
患者に対する麻酔経験 筆頭演者 足立　潤哉 第44回日本歯科麻酔学会

総会･学術集会 札幌市 2016/10/29

10 当科における下顎骨骨折に関
する臨床統計的観察 筆頭演者 小笠原伯宏

第61回公益社団法人日本
口腔外科学会総会･学術
大会

千葉市 2016/11/26

＜リハビリテーション科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
腰椎椎間孔部狭窄症の神経伝
導検査で偽陰性を示した症例
の検討

筆頭演者 石川　知志 第53回日本リハビリテー
ション医学会学術集会 京都市 2016/6/9
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研究会発表（医局）
＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
急性膵炎を契機に発見され、
膵胆管高位合流を合併した十
二指腸乳頭部NETの1例

筆頭演者 飛田恵美子 第74回東海胆道研究会 名古屋市 2016/2/27

2 Intermediate stageの細分化
に対する検討 筆頭演者 山本　健太 第52回日本肝癌研究会 東京都 2016/7/2

3 潰瘍性大腸炎関連性大腸癌の
検討 筆頭演者 山田　雅弘 第17回三河重症疾患研究

会 豊橋市 2016/7/2

4 当院におけるH.pylori除菌療
法の現状 筆頭演者 松田　宜賢 酸と消化器疾患研究会in

豊橋 豊橋市 2016/10/17

5 当院におけるC型肝炎治療に
ついて 筆頭演者 山本　崇文 第13回豊橋肝臓フォーラ

ム 豊橋市 2016/11/16

＜循環器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 3群PH合併症例へのアドシル
カ追加投与の検討 筆頭演者 冨田　崇仁 第2回東三河PHカンファ

レンス 豊橋市 2016/2/19

2 当院におけるVTE治療の現状 筆頭演者 佐藤　文明 東三学術講演会 豊橋市 2016/4/6

3 責任病変ではない左主幹部中
等度狭窄の治療 コメンテーター 成瀬　賢伸 PICASSO seminar in 

Nagoya 30th 名古屋市 2016/5/14

4 レパーサのベネフィットが得
られる患者像とは? パネリスト 成瀬　賢伸 東三河 Hyperlipidemia 

Expert Meeting 豊橋市 2016/6/21

5 FFR&OCT guided PCI コメンテーター 成瀬　賢伸 PICASSO seminar in 
Nagoya 31th 名古屋市 2016/11/19

＜腎臓内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
保存期CKDにおけるダルベポ
エチンアルファの使用につい
て

筆頭演者 山川　大志 東三河若手医師のための
学術セミナー 豊橋市 2016/6/24

2 症例報告4 筆頭演者 山川　大志 Clinical Excellence in 
TMA Tokai 2016 名古屋市 2016/6/25

＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 Closing Remarks 筆頭演者 山守　育雄 第1回名古屋糖尿病･内分
泌研究会 名古屋市 2016/3/31

2 糖尿病治療おさえておきたい
最新の話題 筆頭演者 山守　育雄 第59回愛知県糖尿病療養

指導研究会 名古屋市 2016/9/18
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＜血液・腫瘍内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 新規治療薬にも治療抵抗性を
示す若年多発骨髄腫の1例    筆頭演者 鈴木弘太郎 第14回東海骨髄腫フォー

ラム 名古屋市 2016/2/20

2
妊娠中に発症したALK陰性未
分化大細胞型リンパ腫との鑑
別を要した古典的ホジキンリ
ンパ腫の一例    

筆頭演者 倉橋　信悟 東海悪性リンパ腫研究会 名古屋市 2016/2/27

3
ステロイドやトシリズマブで
救命し得なかったTAFRO症
候群の一例

筆頭演者 倉橋　信悟 三河血液疾患診療ネット
ワーク 知立市 2016/5/13

4 高齢者に対する当院のアザシ
チジン治療 筆頭演者 梅村　晃史 第2回東海MDSカンファ

レンス 名古屋市 2016/6/15

5 当院におけるPOEMS症候群
症例 筆頭演者 鈴木弘太郎 東海骨髄腫フォーラム 名古屋市 2016/9/10

6 当院におけるPOEMS症候群
症例 筆頭演者 鈴木弘太郎 三河血液疾患診療ネット

ワーク 知立市 2016/10/7

＜一般外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 腹腔鏡下肝切除術における左
肝静脈損傷の2例 筆頭演者 青葉　太郎 第61回東海肝臓外科懇談

会 名古屋市 2016/2/6

＜肛門外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 WOCNSの活動状況と悩み 筆頭演者 柴田　佳久
第65回東海ストーマ･排
泄リハビリテーション研
究会

静岡市 2016/6/4

＜整形外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 下腿開放骨折に対して髄内釘
を施行し骨髄炎を合併した1例 筆頭演者 三矢　　聡 第1回東海イリザロフ法

症例検討会 名古屋市 2016/2/13

2 コンパートメント症候群を合
併した脛骨プラトー骨折 筆頭演者 三矢　　聡 第2回東海イリザロフ法

症例検討会 名古屋市 2016/11/26

3
前柱骨折に対して
supra,infrapectineal plateと
恥骨上枝cableを併用した1例

筆頭演者 三矢　　聡 第1回骨盤輪･寛骨臼骨折
研究会 名古屋市 2016/12/6

＜移植外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
HBV陽性HCV陽性レシピエ
ントに対して移植後抗ウイル
ス療法により排除に至った献
腎移植症例

筆頭演者 長坂　隆治 第27回東海北陸腎不全治
療研究会 名古屋市 2016/3/12
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＜リウマチ科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 リステリア髄膜炎にて死亡し
た関節リウマチの1例 筆頭演者 長谷川純也 第68回東海膠原病研究会 名古屋市 2016/2/20

2
関節リウマチの骨粗鬆症に対
するデノスマブの短期臨床成
績～TBCR BONEより～

筆頭演者 平野　裕司 第68回東海膠原病研究会 名古屋市 2016/2/20

3
生物学的製剤治療中の関節リ
ウマチの骨粗鬆症に対するイ
バンドロネート治療の経験

筆頭演者 平野　裕司 第5回三河骨粗鬆症研究
会 豊橋市 2016/3/5

4
当科の関節リウマチと骨粗鬆
症の薬物治療の現状報告
～2009年度-2015年度～

筆頭演者 平野　裕司 第45回東三河リウマチ研
究会 豊橋市 2016/3/26

5 トシリズマブによるリウマチ
大関節破壊抑制効果 筆頭演者 平野　裕司 第7回東三河アクテムラ

カンファランス 豊橋市 2016/6/18

6 関節リウマチ治療の落とし穴
～民間療法について～ 筆頭演者 磯野　正晶 第7回東三河アクテムラ

カンファランス 豊橋市 2016/6/18

7 関節リウマチの生物学的製剤
治療と手術合併症 筆頭演者 平野　裕司 第46回東三河リウマチ研

究会 豊橋市 2016/6/25

8

関節リウマチにおける2年間
のアバタセプト治療が、疾患
活動性、生活の質、関節破壊
防止に与える影響－MTXと
PSLの減量に注目して－

筆頭演者 平野　裕司 第47回東三河リウマチ研
究会 豊橋市 2016/7/23

9 関節リウマチの生物学的製剤
治療と手術合併症 筆頭演者 平野　裕司 全三河リウマチ研究会 知立市 2016/9/10

10 関節リウマチ治療の落とし穴
～民間療法について～ 筆頭演者 磯野　正晶 全三河リウマチ研究会 知立市 2016/9/10

11
関節リウマチとして治療経過
中に成人性スティル病と判断
した1例

筆頭演者 磯野　正晶 第48回東三河リウマチ研
究会 豊橋市 2016/10/22

＜脊椎外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
当科における頚椎椎弓根スク
リューの逸脱の検討－支援機
器による違い－

筆頭演者 宮入　祐一 第10回日本CAOS研究会 犬山市 2016/3/24

＜脳神経外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
A1確保の確実性から見た破
裂前交通動脈瘤クリッピング
術における安全なアプローチ

筆頭演者 原口　健一 第35回The Mt.Fuji 
Workshop on CVD 東京都 2016/8/27

＜小児科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
二重学籍不可の壁を乗り越え
て～院内学級における前籍校
との繋がりの大切さ～

筆頭演者 伊藤　　剛 第29回愛知県病弱児療育
研究会 名古屋市 2016/1/30
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2
当初Lemierre症候群として対
応した上咽頭がんの一例～新
しい傍腫瘍症候群の可能性～

筆頭演者 伊藤　　剛 第69回東海小児がん研究
会 名古屋市 2016/1/30

3
豊橋市民病院新生児医療セン
ター近年の診療成績と長期的
な課題

筆頭演者 幸脇　正典 第181回東三河小児科医
会症例検討会 豊橋市 2016/4/20

4 過去10年間に虐待を疑い通告
を行った死亡例の検討 筆頭演者 佐久間　肇 第5回日本小児診療多職

種研究会 横浜市 2016/7/30

5 新生児乳児胆汁うっ滞と遺伝
子解析 筆頭演者 戸川　貴夫 第38回胆汁酸研究会 久留米市 2016/11/26

＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
鏡視下子宮頸癌手術における
ICGを使用したセンチネルリ
ンパ節生検

筆頭演者 梅村　康太 第17回東海産婦人科内視
鏡手術研究会 名古屋市 2016/10/1

2 婦人科領域におけるロボット
支援下手術の導入に関して 筆頭演者 池田　芳紀 第17回東海産婦人科内視

鏡手術研究会 名古屋市 2016/10/1

3
骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下
仙骨腟固定術の手術成績およ
び術式の工夫～2年間71例の
治療経験より～

筆頭演者 河合　要介 第17回東海産婦人科内視
鏡手術研究会 名古屋市 2016/10/1

4
腹腔鏡下子宮全摘術 (TLH) 
を短時間で安全に行うための
ポイント

筆頭演者 植草　良輔 第17回東海産婦人科内視
鏡手術研究会 名古屋市 2016/10/1

5
早期子宮頸癌に対する腹腔鏡
下広汎子宮全摘術の手術成績
の検討

筆頭演者 高野みずき 第17回東海産婦人科内視
鏡手術研究会 名古屋市 2016/10/1

6 当院における腹腔鏡下子宮体
癌手術の手術成績 筆頭演者 北見　和久 第17回東海産婦人科内視

鏡手術研究会 名古屋市 2016/10/1

7
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術に
おけるICGを使用したセンチ
ネルリンパ節同定法

筆頭演者 梅村　康太 第18回SNNS研究会学術
集会 東京都 2016/11/11

＜麻酔科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 超音波ガイド下中心静脈穿刺 筆頭演者 稲生　光春 第51回中部歯科麻酔研究
会 長野県 2016/6/25

2
豊橋市民病院における筋弛緩
薬、筋弛緩拮抗薬の使用状況
の変化

筆頭演者 芝　　朋加 第3回三河麻酔フォーラ
ム 安城市 2016/10/25

＜放射線科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 子宮漿腹下筋腫捻転の1例 筆頭演者 石口　裕章 第110回名古屋レントゲ
ンカンファレンス 名古屋市 2016/12/10
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座長・司会（医局）
＜総合内科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 司会 甲状腺のしこりのお話 鳥居　俊男 第63回豊橋市民病院健康
教室 豊橋市 2016/3/5

2 司会 血液腫瘍と造血幹細胞移植に
ついて　 鳥居　俊男 第64回豊橋市民病院健康

教室 豊橋市 2016/10/22

＜呼吸器内科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 胸膜疾患－1 竹山　佳宏 第110回日本呼吸器学会
東海地方学会 名古屋市 2016/11/5

＜消化器内科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長
特別講演
PBCのトピックス－痒みを含
めて－

浦野　文博 豊橋内科医会研修会 豊橋市 2016/3/10

2 座長
特別講演
C型肝炎撲滅に向けて～特に
難治症例に対する使い分け～

浦野　文博 第4回豊橋C型肝炎セミ
ナー 豊橋市 2016/5/31

3 座長 消化器4 山田　雅弘 日本内科学会第229回東
海地方会 浜松市 2016/6/26

4 座長
知って得する慢性便秘治療～
ルビプロストンの登場による
治療法の変化～

山田　雅弘 東三学術講演会 豊橋市 2016/9/14

5 座長
特別講演
胃癌の化学療法と副作用のマ
ネージメント

山本　英子 第55回豊橋がん診療フォ
ーラム 豊橋市 2016/9/15

6 座長 消化器（胆道） 松原　　浩 日本超音波医学会第37回
中部地方会 名古屋市 2016/9/25

7 座長 消化器8 山田　雅弘 日本内科学会東海支部主
催第230回東海地方会 名古屋市 2016/10/16

8 座長 当院におけるC型肝炎治療に
ついて 内藤　岳人 第13回豊橋肝臓フォーラ

ム 豊橋市 2016/11/16

9 座長
特別講演
C型慢性肝炎の最新治療につ
いて～3rd Wave DAA～

浦野　文博 第13回豊橋肝臓フォーラ
ム 豊橋市 2016/11/16

10 座長 食道 山田　雅弘 日本消化器病学会東海支
部第125回例会 名古屋市 2016/11/19

11 座長 大腸腫瘍の診断と内視鏡治療
～今後の方向性～ 山本　英子 第12回三河GI 

WORKSHOP 知立市 2016/11/24
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＜循環器内科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長
特別講演
肺実質病変に合併する肺高血
圧の診断と治療

成瀬　賢伸 第2回東三河PHカンファ
レンス 豊橋市 2016/2/19

2 座長 一般プログラム
Complex2 成瀬　賢伸 第35回 CVIT 東海北陸

地方会 名古屋市 2016/4/8

3 座長
一般講演
アブレーション周術期におい
てのイグザレルトの有用性

大野　　修 第5回Bayer Thrombosis 
Seminar in Nagoya 名古屋市 2016/5/12

4 座長
教育講演
なぜ心臓保護薬はHFpEFに
効かないのか?

大野　　修 第5回Bayer Thrombosis 
Seminar in Nagoya 名古屋市 2016/5/12

5 座長
一般講演
CKDから腎を守る～降圧治
療戦略～

成瀬　賢伸 Anticoagulation Care 3.0 豊橋市 2016/12/16

＜腎臓内科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 急性血液浄化療法5 山川　大志 第61回日本透析医学会学
術集会･総会 大阪市 2016/6/12

2 座長 腎臓1 山川　大志 第230回日本内科学会東
海地方会 名古屋市 2016/10/16

＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 日常生活に潜む内分泌疾患 山守　育雄 第64回東三河内分泌疾患
談話会 豊橋市 2016/3/19

2 座長 特別講演
糖尿病腎症 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2016/3/30

3 座長 日常生活に潜む下垂体疾患 山守　育雄 豊橋内科医会研修会 豊橋市 2016/4/28

4 座長 糖尿病療養指導(栄養指導　
透析予防) 山守　育雄 第59回日本糖尿病学会年

次学術集会 京都市 2016/5/20

5 座長 内分泌･代謝3 山守　育雄 日本内科学会第229回東
海地方会 浜松市 2016/6/26

6 座長 D-01～D-05 山守　育雄 第90回日本糖尿病学会中
部地方会 名古屋市 2016/10/2

7 座長
医師は無力、減塩実現には多
職種でつくる町の減塩環境を
活用する～よりよい降圧療法
のために～

山守　育雄 タケダ生活習慣病セミナー 豊橋市 2016/10/6

8 座長
大災害時の生活習慣病の変化
とその対策－大津波による血
糖と血圧の変化－

山守　育雄 Diabetes Forum in 東三
河 豊橋市 2016/10/24

9 座長 視床下部による水･エネルギ
ーバランスの調節 山守　育雄 MCRフォーラム 豊橋市 2016/10/26

10 座長
なぜ副甲状腺が必要なのか?
～臨床の現場から見るカルシ
ウム代謝の臨床～

山守　育雄 原発性副甲状腺機能亢進
症を考える会 豊橋市 2016/10/31
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＜血液・腫瘍内科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 司会
ミニレクチャー
骨転移診療ガイドラインにつ
いて

杉浦　　勇 第14回東海骨髄腫フォー
ラム 名古屋市 2016/2/20

2 司会
イブニングセミナー4
The New treatment strategy 
for SCT eligible Multiple 
Myeloma patients

杉浦　　勇 第38回日本造血細胞移植
学会総会 名古屋市 2016/3/4

3 座長 一般口演32
多発性骨髄腫 杉浦　　勇 第38回日本造血細胞移植

学会総会 名古屋市 2016/3/5

4 司会
特別講演
The treatment strategy 
for transplant eligible and 
ineligible myeloma patients

杉浦　　勇 第15回東海骨髄腫フォー
ラム 名古屋市 2016/3/5

5 司会 講演Ⅰ
難治性CMLの治療戦略 杉浦　　勇

Pfi zer Hematology 
Seminar
－ボシュリフ1周年記念
講演会－

名古屋市 2016/4/8

6 司会
講演1
IMiDsの作用機序と治療の実
際

杉浦　　勇 名古屋骨髄腫セミナー 名古屋市 2016/8/19

7 座長 ポスター86
Ph+ALL 杉浦　　勇 第78回日本血液学会学術

集会 横浜市 2016/10/14

＜一般外科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 LECSを導入しようとする内
科医、外科医のために 平松　和洋 第45回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/2/11

2 座長 その他 青葉　太郎 第46回愛知臨床外科学会 名古屋市 2016/7/18

＜肛門外科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 一般演題33
がん3 柴田　佳久 第31回日本静脈経腸栄養

学会 福岡市 2016/2/26

2 座長 PS-221ポスターセッション
(221)｢大腸骨盤外科･その他｣ 柴田　佳久 第116回日本外科学会定

期学術集会 大阪市 2016/4/14

3 座長 退院後支援 柴田　佳久
第65回東海ストーマ･排
泄リハビリテーション研
究会

静岡市 2016/6/4

4 座長 一般演題 柴田　佳久 第17回三河重症疾患研究
会 豊橋市 2016/7/2

＜移植外科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 ポスター15
｢移植前療法｣ 長坂　隆治 第49回日本臨床腎移植学

会 鳥取県 2016/3/25
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＜リウマチ科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 関節リウマチのタイトコント
ロール 平野　裕司 Infl iximab Best Use 

Seminar 2016 名古屋市 2016/1/16

2 座長 目標を見据えた骨粗鬆症治療 平野　裕司 第5回三河骨粗鬆症研究
会 豊橋市 2016/3/5

3 座長

関節リウマチ患者に対する人
工膝関節置換術の効果の分析
－局所的効果、全身的疾患活
動性、生活の質への影響の比
較－

平野　裕司 東海骨･関節疾患講演会 名古屋市 2016/3/10

4 座長 関節リウマチの肺合併症マネ
ジメント 平野　裕司 RA Nurse Seminar 豊橋市 2016/3/12

5 座長
生物学的製剤整形外科ミーテ
ィング東海ラウンドテーブル
ディスカッション

平野　裕司 生物学的製剤整形外科ミ
ーティング東海 名古屋市 2016/3/19

6 座長 リウマチ治療の費用対効果を
考える 平野　裕司 第7回東三河アクテムラ

カンファランス 豊橋市 2016/6/18

7 座長 Bio時代におけるRAに対する
手術療法とその役割について 平野　裕司

リウマチ学の門をたたく
会～リウマチは良くなる
病気です～

名古屋市 2016/7/9

8 座長 メトトレキサート効果不十
分、その先 平野　裕司

リウマチ学の門をたたく
会～リウマチは良くなる
病気です～

名古屋市 2016/7/9

9 座長 関節炎の鑑別とその治療戦略 平野　裕司 第48回東三河リウマチ研
究会 豊橋市 2016/10/22

10 座長 最近のリウマチ診療について 平野　裕司 第4回三河Orthopaedic 
Rheumatology研究会 名古屋市 2016/11/5

＜脊椎外科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 BKP術後、経過不良で再手術
を要した症例の検討 吉原　永武 第3回Nagoya Youth 

Spine Meeting 名古屋市 2016/1/14

2 座長 『心の痛み・身の痛み』～やっ
かいな痛みに対する対処法～ 吉原　永武 豊橋痛みの治療研究会 豊橋市 2016/7/12

＜小児科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 演題
病理検討 伊藤　　剛 第69回東海小児がん研究

会 名古屋市 2016/1/30

2 座長
講演
医療機関における児童虐待対
策の取り組みについて

小山　典久 豊橋市民病院児童虐待講
演会 豊橋市 2016/2/4

3 座長 一般演題
急性腎炎症候群1 田中　一樹 第51回日本小児腎臓病学

会 名古屋市 2016/7/9

4 座長 一般演題
小児泌尿器科3 田中　一樹 第38回日本小児腎不全学

会 岐阜市 2016/10/27

5 座長
講演
バイタルで診る危急疾患～バ
イタル評価を重視しましょう～

小山　典久 第2回小児救急研修会 東京都 2016/10/30
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6 座長
特別講演②
疾患特異的iPS細胞を用いた
病態の解析－炎症性疾患を中
心にして－

伊藤　　剛 第184回東三河小児科医
会学術講演会 豊橋市 2016/11/12

7 座長
基調講演
みんなで家庭看護力を高めよ
う ! ～保護者にもできる初期
対応（トリアージ）、判断 ! ～

小山　典久 第2回家庭看護力醸成セ
ミナー 兵庫県 2016/11/27

8 座長
基調講演
小児救急医療情報ツールの有
効活用

小山　典久 第2回家庭看護力醸成セ
ミナー 兵庫県 2016/11/27

9 座長 講演
小児結核診療の実際 小山　典久 平成29年度医療機関BCG

予防接種講習会 豊橋市 2016/12/3

10 座長 調査研究報告会 小山　典久 平成28年度特別講演会･
調査研究報告会 名古屋市 2016/12/10

11 座長
特別講演会
医療事故調査制度の現在と課
題

小山　典久 平成28年度特別講演会･
調査研究報告会 名古屋市 2016/12/10

＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長
一般演題
血栓塞栓症に対するヘパリン
カルシウムの臨床的有用性に
ついて　他

河井　通泰
第四回三河地区産婦人科
フォーラム 愛知県産婦
人科医会第2回学術研修
会（三河地区）

豊橋市 2016/6/11

2 座長 一般演題（ポスター）
分娩9 岡田真由美 第52回日本周産期･新生

児医学会 富山市 2016/7/8

3 座長
特別講演
がん薬物療法における副作用
対策

河井　通泰 第54回豊橋がん診療フォ
ーラム 豊橋市 2016/7/21

＜産婦人科（生殖医療）＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 産婦人科遺伝診療の基礎と実
践 安藤　寿夫 第2回東海生殖周産期研

究会 名古屋市 2016/1/30

2 座長
私はこうする:ART診療実践
講座1.ART1.不妊治療と仕事
との両立に困難性を抱えるカ
ップルへの支援

安藤　寿夫 第61回日本生殖医学会学
術講演会 横浜市 2016/11/3

＜麻酔科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 呼吸① 中田　　純 日本麻酔科学会東海北陸
支部第14回学術集会 津市 2016/9/10
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＜リハビリテーション科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 一般演題
メディカルチェック1 石川　知志 第27回日本臨床スポーツ

医学会学術集会 千葉市 2016/11/6

＜歯科口腔外科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 ポスターセッション33
外傷3 嘉悦　淳男

第61回公益社団法人日本
口腔外科学会総会･学術
大会

千葉市 2016/11/26
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講　　演（医局）
＜呼吸器内科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 結核について 竹山　佳宏 東三学術講演会 豊橋市 2016/7/2

＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 平成27年度の胃がん検診にて発
見された消化管腫瘍 山本　英子 平成28年度医療機関胃がん検診

講習会 豊橋市 2016/2/13

2 当院におけるGERD診療の現状 山本　英子 名古屋GI　Forum～タケキャブ
錠発売1周年記念講演会～ 名古屋市 2016/3/16

3 当院におけるH.pylori除菌療法の
現状 飛田恵美子 東三学術講演会 豊橋市 2016/5/18

4 B型慢性肝炎/最新の治療 浦野　文博 B型肝炎　医療講演会　B型肝炎
の治療について 豊橋市 2016/6/4

＜腎臓内科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 講演Ⅱ　DPP-4阻害薬と腎 山川　大志 東三学術講演会 豊橋市 2016/3/30

2 東三河地区災害ネットワークの
活動について 山川　大志 東三河地区透析災害対策ネット

ワーク講演会 豊橋市 2016/5/19

3 CKDの原因となる病気 山川　大志 豊橋市CKD市民公開講座～大切
にしよう!あなたの腎臓～ 豊橋市 2016/6/5

4 慢性腎臓病におけるミネラル代
謝異常の診断･治療 山川　大志 豊橋市薬剤師会研修会 豊橋市 2016/7/21

5 常染色体優性多発性のう胞腎に
対するサムスカの有用性 山川　大志 東三学術講演会 豊橋市 2016/8/17

6 常染色体優性多発性のう胞腎に
対する新しい治療 山川　大志 東三河地区学術講演会 豊橋市 2016/10/26

7 リオナ錠の使用経験 山川　大志 東三河CKD-MBDエキスパート
セミナー 豊橋市 2016/11/4

8 常染色体優性多発性のう胞腎に
対するトルバプタンの有用性 山川　大志 田原市医師会生涯教育勉強会 田原市 2016/12/15

＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 変わり行く糖尿病治療の展望 山守　育雄 第6回豊橋市民病院豊橋薬薬連携
研修会 豊橋市 2016/3/3

2 甲状腺のしこりのお話 山守　育雄 第63回健康教室 豊橋市 2016/3/5

3 栄養サポートのための糖尿病の
知識 山守　育雄 NST定期教育講演会 豊橋市 2016/7/29

4 新たに定められた「高齢者の血糖
コントロール目標」とその背景 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2016/8/31

5 脳卒中予防のための糖尿病の知
識 山守　育雄 第9回豊橋脳卒中市民講座 豊橋市 2016/11/12
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＜血液・腫瘍内科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 Ph+ALLの新たな治療戦略 杉浦　　勇 高知Ph白血病Seminar 高知県 2016/2/12

2 造血細胞移植患者における深在
性真菌症管理 倉橋　信悟 第38回日本造血細胞移植学会モ

ーニングセミナー 名古屋市 2016/3/5

3 Ph+ALLの新たな治療戦略 杉浦　　勇 第3回島根Leukemiaセミナー 島根県 2016/5/27

4 血液腫瘍と造血幹細胞移植につ
いて 倉橋　信悟 第64回健康教室 豊橋市 2016/10/22

5 Elotuzumabの使用経験 杉浦　　勇 EMPLICITI承認記念講演会 名古屋市 2016/11/4

6
国内臨床試験（ONO-7057-05試
験）における豊橋市民病院での
症例紹介

杉浦　　勇 カイプロリス発売記念講演会 in
東海 名古屋市 2016/11/11

＜移植外科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
腎移植患者さんも知っておくべ
き漢方いろはの"い"～葛根湯、
小柴胡湯、小青竜湯～

長坂　隆治 第107回移植セミナー 豊橋市 2016/3/6

2
腎移植前後の心得～献腎移植待
機患者および腎移植後の患者さ
んにもの申す～

長坂　隆治 第107回移植セミナー 豊橋市 2016/3/6

3
東三河地域における腎移植の現
況とミコフェノール酸モフェチ
ル (MMF) の位置づけ

長坂　隆治 東三河腎移植セミナー 豊橋市 2016/3/9

4 腎移植における慢性C型肝炎治
療の考え方 長坂　隆治 第32回腎移植･血管外科研究会 兵庫県 2016/5/27

5 臓器提供症例報告 長坂　隆治 第45回愛知県施設内移植情報担
当者会議 名古屋市 2016/6/10

6 ドナー人生、長生きするにはど
んな生活すればいいの? 長坂　隆治 ドナーの会 名古屋市 2016/9/25

＜整形外科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 イリザロフ法 三矢　　聡 第1回東海イリザロフ法研究会 名古屋市 2016/6/4

2 ピロン骨折治療におけるオプシ
ョン創外固定と皮弁 三矢　　聡 第4回TOP7東海整形外傷シンポ

ジウム 名古屋市 2016/9/10

3 重度下腿外傷に対する有茎皮弁
Local fl apの失敗をしないために 三矢　　聡 第2回JSETS＠東海重度四肢外傷

シンポジウム 名古屋市 2016/10/29

4 最も単純なイリザロフ創外固定
器｢スモールディストラクター｣ 三矢　　聡 第2回東海イリザロフ法症例検討

会 名古屋市 2016/11/26

5 骨盤創外固定 三矢　　聡 整形外科救急外傷ワークショップ 豊橋市 2016/12/1

6 局所皮弁 三矢　　聡 整形外科救急外傷ワークショップ 豊橋市 2016/12/1
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＜リウマチ科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 抗TNF製剤の臨床的パフォーマ
ンス 平野　裕司 第4回中東遠地区RA病診連携講

演会 掛川市 2016/1/21

2
一般整形外科外来に必要なリウ
マチ性疾患診療の知識～関節炎
と骨粗鬆症を中心に～

平野　裕司 東三河整形外科医会 豊橋市 2016/1/28

3
関節リウマチの骨粗鬆症にフォ
ルテオを使用する際のClinical 
Questions

平野　裕司 熊本ステロイド性骨粗鬆症を考
える会 熊本市 2016/3/9

4
関節リウマチ患者に対する人工
膝関節置換術の効果の分析－局
所的効果、全身的疾患活動性、
生活の質への影響の比較－

岡田　貴士 東海骨･関節疾患講演会 名古屋市 2016/3/10

5 関節リウマチの重要な合併症の
骨粗鬆症 平野　裕司 RA Nurse Seminar 豊橋市 2016/3/12

6 トシリズマブによるRA大関節破
壊抑制効果 平野　裕司 第60回日本リウマチ学会総会 横浜市 2016/4/23

7 現在の骨粗鬆症診療のキーポイ
ント 平野　裕司 骨粗鬆症治療A to Z－女性の骨

を守る会－ 豊橋市 2016/4/27

8 関節リウマチの生物学的製剤治
療と手術合併症 平野　裕司 第89回日本整形外科学会学術総

会 横浜市 2016/5/13

9
関節リウマチ診断が次に目指す
もの－関節リウマチ患者さんは
健康な人以上に健康になれるの
か?－

平野　裕司 公益社団法人日本リウマチ友の
会愛知支部第53回総会･大会 名古屋市 2016/5/15

10
整形外科リウマチ専門医が考え
る関節リウマチの臨床研究と診
察

平野　裕司 第13回奈良県リウマチ研究会 奈良市 2016/5/21

11

関節リウマチにおける2年間の
アバタセプト治療が、疾患活動
性、生活の質、関節破壊防止に
与える影響－MTXとPSLの減量
に注目して－

平野　裕司 ESCORT Seminar 2016 豊橋市 2016/5/26

12 合併症を考慮した現在の関節リ
ウマチ診療 平野　裕司 第3回Ichinomiya RA Network 

Seminar 一宮市 2016/5/28

13 関節リウマチの診療ガイドライ
ンの変遷 平野　裕司 東三河RAコメディカルセミナー 豊橋市 2016/6/17

14
整形外科医師に必要なリウマチ
性疾患診療の知識～関節炎と骨
粗鬆症を中心に～

平野　裕司 蒲郡リウマチ懇話会 蒲郡市 2016/6/23

15
どうにもならなくなってから手
術治療を行った関節リウマチの
一例

平野　裕司 リウマチ学の門をたたく会～リ
ウマチは良くなる病気です～ 名古屋市 2016/7/9

16 リウマチ性疾患治療の基本～関
節炎と骨粗鬆症を中心に～ 平野　裕司 時習館咲医会 豊橋市 2016/8/4

17 関節リウマチの診療ガイドライ
ンの変遷 平野　裕司 豊橋市薬剤師会集合研修会 豊橋市 2016/8/18

18
関節リウマチにおける2年間の
アバタセプト治療が、疾患活動
性、生活の質、関節破壊防止に
与える影響

平野　裕司 東海ORENCIA講演会IN名古屋 名古屋市 2016/8/27

19
関節リウマチの薬物治療
(csDMARDs) を開始する際のポ
イント

平野　裕司 第127回中部日本整形外科災害外
科学会･学術集会 松本市 2016/9/30



－ 221 －

20 関節リウマチの薬物治療
～csDMARDs～ 平野　裕司 平成28年度リウマチ教育研修会

東海･北陸地区 名古屋市 2016/10/2

21
関節リウマチの骨粗鬆症におけ
るLong Term Protection～フォ
ルテオの有効性の最大化～

平野　裕司 FORTEO Web Conference 豊橋市 2016/10/12

22
関節リウマチの骨粗鬆症におけ
るLong Term Protection～フォ
ルテオの有効性の最大化～

平野　裕司 静岡PTHを語る会 静岡市 2016/10/27

23 関節リウマチの患者背景より考
えるイグラチモドの使いどころ 平野　裕司 第31回日本臨床リウマチ学会 東京都 2016/10/29

24 チーム医療に必要な関節リウマ
チの診療ガイドラインの知識 平野　裕司 RAチーム医療懇話会 松山市 2016/11/4

25 骨粗鬆症の最新情報 平野　裕司 第3回東三河リウマチ･骨粗鬆症
看護セミナー 豊橋市 2016/11/12

26 リウマチ性疾患治療の基本～関
節炎と骨粗鬆症を中心に～ 平野　裕司 第4回筑紫リウマチセミナー 福岡市 2016/11/25

27
他施設研究の臨床データから考
える関節リウマチ薬物治療にお
けるMTXとアダリムマブの効果
的な使用法

平野　裕司 HUMIRAインターネットライブ
セミナー 名古屋市 2016/12/1

28 トシリズマブによるRA大関節破
壊抑制効果 平野　裕司 Tocilizumab Expert Seminar in 

Nagoya 名古屋市 2016/12/3

29 週1回テリパラチド製剤の使用経
験 磯野　正晶 東三学術講演会 豊橋市 2016/12/7

30 リウマチ性疾患治療の基本～関
節炎と骨粗鬆症を中心に～ 平野　裕司 リウマチ治療セミナー 名古屋市 2016/12/10

＜脊椎外科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 腰椎疾患の診断と治療 吉原　永武 かかりつけ医のための腰痛診療
セミナーin豊橋 豊橋市 2016/6/2

＜小児科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 児童虐待対応における医療機関
の役割 小山　典久 八千代病院虐待防止勉強会 安城市 2016/1/14

2
乳幼児期にかかりやすい病気に
ついてとその対処法や注意点に
ついて

小山　典久 豊橋保育協会研修会 豊橋市 2016/6/30

3 障害のあるこどものこまごまな
病態と対応について 小山　典久 豊橋特別支援学校研修会 豊橋市 2016/8/30

4 子どもの病気について 小山　典久
豊橋市社会福祉協議会　ファミ
リーサポートセンター会員講習
会

豊橋市 2016/11/2
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＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
2015年の産科統計「東三河の分
娩取扱い状況と当院の分娩、母
胎搬送の報告」

岡田真由美
平成27年度愛知県周産期医療従
事者研修会（東三河北部･南部医
療圏）

豊橋市 2016/2/10

2 産褥症例の現状および産褥出血
症例の検討 岡田真由美

平成27年度愛知県周産期医療従
事者研修会（東三河北部･南部医
療圏）

豊橋市 2016/2/10

3 婦人科がん化学療法セミナー　
Closing Remarks 河井　通泰 婦人科がん化学療法セミナーin 

NAGOYA 名古屋市 2016/3/4

4 当院における産科大量出血の経
験 岡田真由美 第4回東海産婦人科周術期管理セ

ミナー 名古屋市 2016/3/18

5 当院におけるLEP及びジエノゲ
スト製剤の処方動向 岡田真由美

第四回三河地区産婦人科フォー
ラム愛知県産婦人科医会第2回学
術研修会（三河地区）

豊橋市 2016/6/11

6 タイムトライアル　トレーニング 梅村　康太 豊橋市民病院外科系腹腔鏡ドラ
イボックススキルアップセミナー 豊橋市 2016/6/25

7 タイムトライアル　トレーニング 高野みずき 豊橋市民病院外科系腹腔鏡ドラ
イボックススキルアップセミナー 豊橋市 2016/6/25

8
子宮頸がんに対する腹腔鏡手術
導入に向けて（子宮体癌手術を
中心に）

梅村　康太 第2回静岡婦人科腹腔鏡セミナー 浜松市 2016/10/29

＜歯科口腔外科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 明日からの周術期口腔機能管理
と豊橋市民病院との病診連携 嘉悦　淳男 一般社団法人豊橋市歯科医師会

10月例会講演 豊橋市 2016/10/28

2
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の病
態と管理　顎骨壊死検討委員会
ポジションペーパー2016

嘉悦　淳男 東三河DSC定期勉強会 豊橋市 2016/11/8

3
口腔外科医が行う安全･効果的な
口腔がん薬物療法－症例提示と
治療の勘どころ－

白水　敬昌 第61回公益社団法人日本口腔外
科学会総会･学術大会 千葉市 2016/11/27

＜予防医療センター＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 当院胃検診例の実際－内視鏡例
を中心に－ 大橋　信治 平成28年度医療機関胃がん検診

講習会 豊橋市 2016/2/13
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論文・著書 (医局）
＜消化器内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1 IVRで救命し得た出血性胃潰瘍の一例 筆頭著者 望月　　聡 東三医会誌. 2016; 75-78.

2
膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMN) と慢性膵
炎の関連性－IPMNにおける早期慢性膵
炎のEUS所見も含めて－

筆頭著者 藤田　基和 胆と膵. 2016; 37: 365-375.

3 胃グロームス腫瘍 筆頭著者 浦野　文博 消内視鏡. 2016; 28: 1222-1223.

4 膵腺扁平上皮癌に対してnab-paclitaxel 
+ gemcitabine を投与した1剖検例 筆頭著者 片岡　邦夫 日消誌. 2016; 113: 1777-1784.

5
Clinicopathologic Spectrum of 
Gastrointestinal T-cell Lymphoma :
Reappraisal Based on T-cell Receptor 
Immunophenotypes

共同著者 Hideko 
Yamamoto

Am J Surg Pathol. 2016; 40: 777-
785.

6
胆嚢管に主病変を認めた
Adenomyomatous hyperplasiaの1切除
例

共同著者 松原　　浩 胆道. 2016; 30: 127-132.

＜循環器内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1 分子標的薬に関連した心障害が生じた2
症例 筆頭著者 鈴木　一秋 東三医会誌. 2016; 32-35.

2 アミオダロンによる肺障害が疑われた拡
張型心筋症の一例 筆頭著者 岡田百合香 東三医会誌. 2016; 64-66.

＜腎臓内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1
内科医に必要な検査の基本的読み方　血
液ガス、酸塩基平衡の読み方を教えてく
ださい。

筆頭著者 前川　道隆 レジデントノート. 2016; 18: 1391-
1396.

2
Fanconi Syndrome Associated with 
Hyponatremia in Two Patients with 
Legionella Pneumonia.

筆頭著者 Taishi 
Yamakawa Intern Med. 2016; 55; 3479-3484.

＜血液・腫瘍内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1 Ph陽性急性リンパ性白血病 筆頭著者 杉浦　　勇 日本臨床増刊号白血病学（下）. 
2016, p.151-p.155.

2 リンパ腫の各病理組織型の治療と予後
マントル細胞リンパ腫 筆頭著者 鈴木弘太郎 内科. 2016; 117: 1321-1324.

3 Ph陽性急性リンパ性白血病 筆頭著者 岩﨑　年宏 白血病･リンパ腫薬物療法ハンド
ブック. 2016, p.107-p.122.

4 Ph陽性ALL（成人） 筆頭著者 杉浦　　勇 急性リンパ性白血病 (ALL) の基礎
と臨床. 2016, p.136-p.145.

5
Impact of MRD and TKI on allogeneic 
hematopoietic cell transplantation for 
Ph+ALL：a study from the adult ALL 
WG of the JSHCT.

筆頭著者 Satoshi 
Nishiwaki

Bone Marrow Transplant. 2016; 
51: 43-50.
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6
A new prognostic index to make short-
term prognoses in MDS patients treated 
with azacitidine：A combination of p53 
expression and cytogenetics.

筆頭著者 Satoshi 
Nishiwaki Leuk.Res. 2016; 41: 21-26.

7

B Cell linker protein (BLNK) is a 
selective target of repression by PAX5-
PML protein in the diff erentiation block 
that leads to the development of acute 
lymphoblastic leukemia.

共同著者 Shingo 
Kurahashi J Biol Chem. 2016; 291: 4723-4731.

8
Fibroblast Growth Factor-2 facilitates 
the growth and chemo-resistance of 
leukemia cells in the bone marrow by 
modulating osteoblast functions.

共同著者 Satoshi 
Nishiwaki Sci Rep. 2016; 6: 30779.

9 特殊病型と類縁疾患の診断と治療
非分泌型多発性骨髄腫 筆頭著者 倉橋　信悟 日本臨床増刊号多発性骨髄腫学. 

2016, p.513-p.516.

10 急性GVHDにおける皮膚マクロファージ
浸潤の臨床的意義 筆頭著者 西脇　聡史 日本臨床増刊号白血病学（下）. 

2016, p.577-p.582.

＜一般外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1
胆嚢管に主病変を認めた
Adenomyomatous hyperplasiaの1切除
例

筆頭著者 青葉　太郎 胆道. 2016; 30: 127-132.

2 十二指腸憩室穿孔の2例 筆頭著者 石井　健太 日腹部救急医会誌. 2016; 36: 153-
158.

3
外傷性小腸穿孔、汎発生腹膜炎手術後に
横紋筋融解症を伴う高体温をきたした1
例

筆頭著者 桐山　宗泰 日腹部救急医会誌. 2016; 36: 673-
679.

4
幽門輪温存膵頭十二指腸切除、膵胃吻合
再建後の残胃癌に対して、根治切除を行
った5例の経験

筆頭著者 平松　和洋 手術. 2016; 70: 1113-1120.

5 びまん性肝転移により術後2ヶ月で死亡
した乳癌の1例 筆頭著者 和田　幸也 日臨外会誌. 2016; 77: 785-789.

6 急速に増大し腸閉塞をきたした小腸原発
悪性末梢神経鞘腫の1例 筆頭著者 和田　幸也 日臨外会誌. 2016; 77: 1116-1121.

7 プロテインC欠乏に伴う大動脈壁在血栓
に起因した上腸間膜動脈塞栓症の1例 筆頭著者 和田　幸也 日臨外会誌. 2016; 77: 1363-1368.

8 大網充填術を行った十二指腸穿孔による
腹部大動脈癌術後人工血管感染の1例 筆頭著者 三竹　泰弘 日臨外会誌. 2016; 77: 2686-2691.

9 孤立性胸椎転移を認めたS状結腸SM癌
の1例 筆頭著者 三品　拓也 日臨外会誌. 2016; 77: 2984-2988.

＜呼吸器外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1
ダブルルーメンチューブカフの大量誤注
入による左主気管支膜様部破裂の1手術
例

筆頭著者 親松　裕典 気管支学. 2016; 38: 114-117.

2 治療に難渋した胸腺腫合併重症筋無力症
の1例 筆頭著者 直海　　晃 胸部外科. 2016; 69: 881-884.

3 硬膜外麻酔併用全身麻酔下で肺区域切除
後に発症した脊髄梗塞の1例 筆頭著者 親松　裕典 日呼外会誌. 2016; 30: 594-597.



－ 225 －

4 食道癌術後の胸腔間交通による両側同時
気胸の1手術例 筆頭著者 親松　裕典 気管支学. 2016; 38: 130-133.

5 New Technique for fi xing rib fracture 
with bioabsorbable plate 筆頭著者 Hironori 

Oyamatsu
Asian Cardiovasc Thorac Ann. 
2016; 24: 736-738.

6 急速に増大した中縦隔発生Sol i t a ry 
Fibrous Tumorの1切除例 筆頭著者 親松　裕典 日呼外会誌. 2016; 30: 710-715.

7
0.1%ピオクタニン水溶液洗浄が有効であ
ったネフローゼ症候群合併有瘻性MRSA
膿胸の1例

筆頭著者 直海　　晃 日呼外会誌. 2016; 30: 159-163.

8 胃原発GIST切除後肺転移の1切除例 筆頭著者 親松　裕典 日呼外会誌. 2016; 30: 19-24.

＜移植外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1
高カルシウム血症をみたら血清リン値の測
定を～他診療科にてフォローされていた
原発性副甲状腺機能亢進症3症例より～

筆頭著者 長坂　隆治 東三医会誌. 2016; 23-31.

2 第2章「副甲状腺機能亢進症」
4.「副甲状腺の画像診断」 筆頭著者 長坂　隆治 副甲状腺機能亢進症の外科. 2016, 

p.41-p.52.

＜整形外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1
ラピッドアジャストストラットで作製し
たスモールディストラクターを利用する
骨接合術の術中整復法

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2016; 59: 1023-1024.

2
Medialis pedis flapと神経再生誘導チュ
ーブ（ナーブリッジ）で再建した神経欠損
を伴う手指挫滅損傷の1例

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2016; 59: 541-542.

3 青年期に発症した大腿骨頭すべり症の1
例 筆頭著者 三矢　未来 中部整災誌. 2016; 59: 295-296.

4
Ilizarov創外固定のパーツで作製した術
中整復装置「スモールディストラクタ
ー」を利用した骨接合術

筆頭著者 三矢　　聡 骨折. 2016; 38: 782-785.

5 軟骨欠損を伴う大腿骨遠位部開放骨折に
対して自家骨軟骨柱移植術を行った2例 筆頭著者 三矢　未来 骨折. 2016; 38: 469-473.

6 当院における股関節後方脱臼骨折に対す
る手術成績の検討 共同著者 山内　健一 骨折. 2016; 38: 100-103.

＜リウマチ科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1 関節リウマチにおけるインフリキシマブ
からゴリムマブへ変更後の治療成績 筆頭著者 尾島　未来 中部リウマチ. 2016; 46: 8-10.

2 インフリキシマブを使用した乾癬性関節
炎の2例 筆頭著者 福井　　順 中部リウマチ. 2016; 46: 39-41.

3
日本人関節リウマチ患者の実臨床におけ
るMTX週16mg投与の有効性と安全性の
解析

筆頭著者 平野　裕司 新薬と臨. 2016; 65: 1468-1478.
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＜小児科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1

Single nucleotide polymorphisms in 
AGTR1,TFAP2B, and TRAF1 are not 
associated with the incidence of patent 
ductus arteriosus in Japanese preterm 
infants. 

筆頭著者 Koya Kawase Pediatr Int.. 2016; 58: 461-466.

2
IgE-Dependent Mechanism and 
Successful Desensitization of Erythritol 
Allergy

筆頭著者 Shiro Sugiura Ann Allergy Asthma Immunol. 
2016; 117: 320-321. e1.

3
赤血球濃厚液、新鮮凍結血漿、濃厚血小
板を混合した血液の性状と交換輸血使用
血としての適格性に関する検討

筆頭著者 小山　典久 日新生児成育医会誌. 2016; 28: 77-
83.

4 急性期管理　呼吸･循環管理と検査 筆頭著者 幸脇　正典 Neona Care. 2016; 29: 502-507.

5 血液製剤の院内分割マニュアル 筆頭著者 藤田　　浩 日輸血細胞治療会誌. 2016; 62: 673-
683.

6 赤血球型検査（赤血球系検査）ガイドラ
イン（改訂2版） 筆頭著者 奥田　　誠 日輸血細胞治療会誌. 2016; 62: 651-

663.

7 第3章　新生児に行われる主な治療
(13) 輸血と輸血製剤 筆頭著者 小山　典久 新生児の疾患･治療･ケア. 第2版 

2016, p.264-p.269.

＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1
子宮頸癌、体癌に対する手術療法につい
て～最新の腹腔鏡下手術、ダヴィンチ手
術とは～

筆頭著者 梅村　康太 豊橋市医師会報. 2016; 758: 31-33.

2
当院における常位胎盤早期剥離55症例の
検討－内出血型は外出血型よりhigh risk
か－

筆頭著者 松川　　哲 周産期医. 2016; 46: 117-120.

3
全腹腔鏡下子宮全摘術を施行した
Epithelioid trophoblastic tumor (ETT)
の1例

筆頭著者 河合　要介 日婦腫瘍会誌. 2016; 34: 128-133.

4 子宮頸癌に対するロボット支援神経温存
子宮全摘術の2例 筆頭著者 梅村　康太 東海産婦人科内視鏡手術研究会雑

誌. 2016; 4: 96-100.

5 子宮体癌に対する腹腔鏡下手術の導入 筆頭著者 吉田　光紗 日産婦内視鏡会誌. 2016; 32: 190-
196.

6
子宮頸部上皮内病変に対する全腹腔鏡下
子宮全摘術の治療成績～TLH施行症例
の病理組織学的検討より～

筆頭著者 河合　要介 日産婦内視鏡会誌. 2016; 32: 184-
189.

7 術前MRIを用いた全腹腔鏡下子宮全摘術
の難易度予測 筆頭著者 河合　要介 日産婦内視鏡会誌. 2016; 32: 121-

128.

8 月経時に腸閉塞を繰り返した回腸子宮内
膜症の一例 筆頭著者 池田　芳紀 日産婦内視鏡会誌. 2016; 32: 296-

302.
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＜産婦人科（生殖医療）＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1 早期閉経、早期卵巣不全 筆頭著者 安藤　寿夫
今日の治療指針2016私はこう治療
している TODAY′S THERAPY. 
2016, p.1301-1302

2 黄体支持療法 筆頭著者 伴野　千尋 不妊･不育治療指針. 2016, p.312- 
p.317.

3 黄体支持療法 共同著者 安藤　寿夫 不妊･不育治療指針. 2016, p.312- 
p.318.

4 胚培養 筆頭著者 安藤　寿夫 HORM FRONT GYNECOL. 2016; 
23: 219-224.

5 子宮筋腫核出術方針決定における生殖外
来事前受診の重要性 筆頭著者 甲木　　聡 日不妊カウンセリング会誌. 2016; 

15: 153-157.

6 施設紹介　豊橋市民病院総合生殖医療セ
ンター 筆頭著者 安藤　寿夫 日不妊カウンセリング会誌. 2016; 

15: 165-170.
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学会・研究会発表（診療技術局・薬局・看護局・事務局）
＜放射線技術室＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 各施設のCTコロノグラフィ
ー検査について 筆頭演者 磯部  　晃 第21回東三河CT研究会 豊橋市 2016/7/13

2 当院における胃癌検診の現状
と推移 筆頭演者 佐野めぐみ 第55回豊橋がん診療フォ

ーラム 豊橋市 2016/9/15

3 被ばく低減施設認定取得への
取り組み 筆頭演者 山本　弘樹 第55回全国自治体病院学

会 富山市 2016/10/21

4
ERCPにおける術者･介助者へ
の散乱線の測定と被ばく低減
の取り組み

筆頭演者 山口　  稔 第55回全国自治体病院学
会 富山市 2016/10/21

5 画像取得方法の違いによる拡
散強調画像への影響 筆頭演者 畑井　博晶 第9回中部放射線医療技

術学術大会 鈴鹿市 2016/11/5

6 症例報告 筆頭演者 市川　  肇 第96回東三河RI技術検討
会 豊橋市 2016/11/25

7
新しい骨シンチ評価用胸部フ
ァントムを用いたプラナ像お
よびSPECTの検出能評価

筆頭演者 市川　  肇 第180回日本核医学技術
学会東海地方会 名古屋市 2017/1/28

＜中央臨床検査室＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
診断未確定の外来関節炎患者
における関節エコーの検討～
GSスコアとPDスコアを用い
て～

筆頭演者 皆元　裕子 第60回日本リウマチ学会
総会・学術集会 横浜市 2016/4/23

2
心エコー検査にて偶然発見さ
れた乳頭状線維弾性腫の一症
例

筆頭演者 牧原　汐里 第17回愛知県医学検査学
会 稲沢市 2016/6/5

3 脂質検査によるF式と脂質4項
目の血清保存に関する検討 筆頭演者 森下　拓磨 第17回愛知県医学検査学

会 稲沢市 2016/6/5

4 頭蓋内腫瘍摘出術における術
中モニタリングの現状 筆頭演者 片山知奈恵 第34回愛臨技東三河地区

研究会 豊橋市 2016/7/10

5 当院における血漿交換の現状 筆頭演者 大澤紀久子 第34回愛臨技東三河地区
研究会 豊橋市 2016/7/10

6
穿刺液検査（体腔液）における
細胞分類の検討－計算盤法と
ギムザ染色標本の比較－

共同演者 内田　一豊 第65回日本医学検査学会 神戸市 2016/8/6～
2016/8/8

7
穿刺液検査（体腔液）における
細胞数算定と細胞分類の検討
－サムソン液とチュルク液の
比較－

共同演者 内田　一豊 第65回日本医学検査学会 神戸市 2016/8/6～
2016/8/8

8
多項目自動血球分析装置XN
シリーズを用いた腹水･胸水
の基礎的検討～細胞分類につ
いて～

共同演者 内田　一豊 第65回日本医学検査学会 神戸市 2016/8/6～
2016/8/8

9
多項目自動血球分析装置XN
シリーズを用いた関節液の基
礎的検討～細胞分類について～

共同演者 内田　一豊 第65回日本医学検査学会 神戸市 2016/8/6～
2016/8/8

10
ワークショップ1:悪性腫瘍細
胞を見逃さないために　自動
分析装置での悪性細胞の検出

筆頭演者 内田　一豊 第17回検査血液学会学術
集会 福岡市 2016/9/3～

2016/9/4
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11 当院における4年間の抗酸菌
検出状況 筆頭演者 山本  　優 第55回全国自治体病院学

会 富山市 2016/10/20

12 足趾関節エコーの重要性 筆頭演者 皆元　裕子 第48回東三河リウマチ研
究会 豊橋市 2016/10/22

13 当院の関節エコーの現状 筆頭演者 皆元　裕子 第3回三河関節エコー研
究会 名古屋市 2016/11/19

14 臨床検査技師が関わる救命救
急センター 筆頭演者 神谷　光宏 第55回日臨技中部圏支部

医学検査学会 金沢市 2016/12/10

15
子宮内膜細胞診で診断しえた
Neuroendocrine carcinoma 
(small cell carcinoma) の一例

筆頭演者 夏目　篤二
平成28年度日臨技中部圏
支部医学検査学会（第55
回）

金沢市 2016/12/11

＜リハビリテーション技術室＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
Real time tissue elastography
法を用いた表情筋硬度測定の
試み－信頼性の検討を中心に－

筆頭演者 森嶋　直人 第39回日本顔面神経学会 大阪市 2016/5/26

2
反復収縮頻度を変化させた際
の病的共同運動の積分筋電図
評価

筆頭演者 真田　将太 第39回日本顔面神経学会 大阪市 2016/5/26

3
人工膝関節全置換術に至った
症例の手術前QOLと他覚的評
価

筆頭演者 森坂　文子 第53回日本リハビリテー
ション医学会学術集会 京都市 2016/6/10

4
地域連携施設における心不全
に対する認識度調査－地域連
携による心不全再入院率の減
少を目指して－

筆頭演者 沢入　豊和 第22回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会 東京都 2016/7/16

5 関節リウマチのこんな評価、
知ってますか? 筆頭演者 森坂　文子 リウマチ講演会 豊橋市 2016/10/21

6
当院摂食嚥下訓練業務の改善
に向けた看護師へのアンケー
トについて

筆頭演者 大久保瑞姫 第55回全国自治体病院学
会 富山市 2016/10/21

7 当院呼吸ケアサポートチーム
(RST) の活動報告 筆頭演者 馬渡　敬介 第55回全国自治体病院学

会 富山市 2016/10/21

8 関節リウマチと評価 筆頭演者 森坂　文子 東三河リウマチ研究会 豊橋市 2016/10/22

9
豊橋市民病院呼吸器内科入院
患者入院期間や退院時のADL
について

筆頭演者 犬塚志緒理 第173回豊橋リハビリテ
ーション連絡会 豊橋市 2016/11/2

10
膝関節屈伸アシスト装具が自
力歩行可能な急性期脳卒中患
者の歩行に与える効果

筆頭演者 内藤  善規 第14回日本神経理学療法
学会学術集会 仙台市 2016/11/26

11
認知症サポートチームの実績
と検討～実績からみる対象者
の症状傾向～

筆頭演者 二橋喜太郎 第16回東海北陸作業療法
学会 石川県 2016/11/26

12
半側空間無視患者に対するプ
リズム療法が選択性注意に影
響を与えた2症例～即時効果
の比較より～

筆頭演者 松本　真奈 第16回東海北陸作業療法
学会 石川県 2016/11/26

13
｢髪を結ぶ｣ための自助具考案
と作業工程分析による効果の
検討

筆頭演者 川合　康夫 第16回東海北陸作業療法
学会 石川県 2016/11/27

14 誤嚥性肺炎を呈した高齢者に
おける摂食嚥下療法 筆頭演者 濵嶋　裕一 第19回東三河リハビリテー

ション研究会学術発表会 豊川市 2017/1/29
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15
脳卒中片麻痺患者の上肢不使
用に対し、意識づけを行い食
事動作可能となった一症例

筆頭演者 杉山　史子
第19回東三河リハビリテ
ーション研究会学術発表
会

豊川市 2017/1/29

16
待機的に心臓外科手術を施行
した患者の心臓リハビリテー
ションを経験して

筆頭演者 阿形  　優
第19回東三河リハビリテ
ーション研究会学術発表
会

豊川市 2017/1/29

17
急性骨髄性白血病に対し臍帯
血移植を施行された一事例の
経過と作業療法介入

筆頭演者 神藤　佳輔 第6回日本がんリハビリ
テーション研究会 横浜市 2017/1/7

18
当院脳血管障害リハビリテー
ション対象者における入院時
栄養状態と転帰

筆頭演者 横江　玲奈 第32回日本静脈経腸栄養
学会学術集会 岡山市 2017/2/23

19
冠動脈バイパス術後の創部感
染で長期入院加療を要しなが
らも自宅退院へ至った症例

筆頭演者 倉橋　裕明 第26回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2017/3/5

20
同種造血幹細胞移植の合併症
により活動量低下を認めた1
症例～入院中の活動量と入院
前後の運動機能の変化～

筆頭演者 真田　将太 第26回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2017/3/5

21
人工膝関節全置換術を施行さ
れた症例の入院が長期化した
要因について

筆頭演者 服部絵利香 第26回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2017/3/5

22
Mechanical In-Exsuffl  ator
(MI-E) を導入した在宅人工呼
吸療法を行っている超重症児
の経験

筆頭演者 神谷　　猛 第26回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2017/3/5

23 当院における嚥下機能評価と
嚥下訓練の意義 筆頭演者 大久保瑞姫 豊橋がん診療フォーラム 豊橋市 2017/3/16

24
急性期病院退院時における脳
卒中患者の排泄障害に関する
実態調査

筆頭演者 神谷　昌孝 第42回日本脳卒中学会学
術集会 大阪市 2017/3/17

25
カニューレカフ上吸引ライン
からの送気による嚥下･発声
訓練を実施した一例

筆頭演者 平出　優香
日本福祉大学中央福祉専
門学校言語聴覚士科卒後
研修会学術発表会

名古屋市 2017/3/26

＜臨床工学室＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 当院のABO血液型不適合移
植におけるDFPP処理量検討 筆頭演者 山本　雅也 愛知県臨床工学技士会第

12回学術大会 名古屋市 2016/5/29

2
｢DialysisDiary｣TMを用いた
ICUと血液浄化センター間で
のVA管理の連携～当院で実
際に使用した2症例より～

筆頭演者 山本　雅也 第17回中部臨床工学技士
会 静岡市 2016/11/5

＜薬局＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
当院におけるタペンタドール
徐放錠の使用状況と有効性･
安全性の検討

筆頭演者 柳沼　妙子 第10回日本緩和医療薬学
会年会 浜松市 2016/6/4

2 入院患者の睡眠薬服用と転倒・
転落の関係についての調査 筆頭演者 鈴木　善貴 第26回日本医療薬学会年

会 京都市 2016/9/17
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3

日常業務に活用できる癌化
学療法支援ツールの作成～

「大腸癌まとめ」と「大腸癌
Reference book」の作成と評
価～

共同演者 鈴木　善貴 第26回日本医療薬学会年
会 京都市 2016/9/17

4 早期発見、早期対策を促す副
作用対策ツールの作成と評価 共同演者 鈴木　善貴 第26回日本医療薬学会年

会 京都市 2016/9/17

5
小児用量調剤時におけるレベ
チラセタムドライシロップ
50%改良品の実態調査

筆頭演者 佐藤　文美 第26回日本医療薬学会年
会 京都市 2016/9/17

6 de-escalationに着目した敗血
症治療状況の調査 筆頭演者 森　　章典 第26回日本医療薬学会年

会 京都市 2016/9/17

7
小児科入院患者への服薬指導
をはじめて～保護者向け服薬
補助パンフレットの有用性～

筆頭演者 石川千香子 第26回日本医療薬学会年
会 京都市 2016/9/19

8
外来がん化学療法で利用可能
なパクリタキセルの有害事象
予測因子の探索

筆頭演者 石川　元章 第26回日本医療薬学会年
会 京都市 2016/9/19

9
Practice of the team medical 
care to support outpatient 
department blood tumor 
cancer patient.

筆頭演者 Yoshitaka 
Suzuki

The54th Annual Meeting 
of Japan Society of Clinical 
Oncology (JSCO2016)

横浜市 2016/10/20

10 ブシラミンによる黄色爪症候
群の1症例 筆頭演者 福井　健仁 第55回全国自治体病院学

会 富山市 2016/10/20

11
メトトレキサート服用患者へ
の指導の実際　薬剤師の立場
から

筆頭演者 隅田　　徹 RAチーム医療懇話会 松山市 2016/11/4

12
心臓血管外科手術における抗
菌薬予防投与に対する薬剤師
の関わり

筆頭演者 芳賀　友輔 愛知県病院薬剤師会東三
河支部会員勉強発表会 豊橋市 2017/2/9

13
第2回抗がん薬曝露対策ワー
クショップ～多職種共同症例
検討より抗がん薬曝露対策に
ついて考える～開催報告

共同演者 鈴木　善貴 平成28年度愛知県病院薬
剤師会がん部会報告会 名古屋市 2017/3/4

＜看護局＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
摂食嚥下障害看護と脳神経解
剖生理の合同学習会の効果～
NOBU（脳の部活）でやる気ス
イッチON!～

筆頭演者 黒木　聡子 日本脳卒中学会総会
STROKE2016 札幌市 2016/4/15

2 当院における脳卒中再発予防
の現状と課題 筆頭演者 平井　あゆ 日本脳卒中学会総会

STROKE2016 札幌市 2016/4/15

3
安全なインスリン療法をめざ
したインスリン関連インシデ
ントレポート・アンケートの
解析

筆頭演者 山口三恵子 第59回糖尿病学会 京都市 2016/5/19

4
組織変革に強いリーダーを育
成するために～三年間の看護
師長の小集団活動～

筆頭演者 菱田由紀子 第66回日本病院学会 盛岡市 2016/6/23

5
胃切除術を受けた患者の社会
復帰に向けた目標及びその達
成率と自己効力感の関連

筆頭演者 鈴木　宏昌 日本看護研究学会第42回
学術集会 つくば市 2016/8/21

6
在宅人工呼吸器移行患者の退
院支援フローチャートを作成
した結果

筆頭演者 夏目　智依 第42回日本重症心身障害
学会 札幌市 2016/9/16
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7
皮膚損傷を見ない｢患者にと
って適切なポジショニング｣
を目指して

筆頭演者 菱川　早紀 平成28年固定チームナー
シング全国研究集会 神戸市 2016/10/16

8
倫理カンファレンスを通した
終末期患者へのかかわりの検
討

筆頭演者 星野　晴代 平成28年固定チームナー
シング全国研究集会 神戸市 2016/10/16

9 帝王切開術後の疼痛緩和に着
目した早期離床支援 筆頭演者 吉田　美貴 平成28年固定チームナー

シング全国研究集会 神戸市 2016/10/16

10
医療介入の必要な児に対する
退院支援～退院調整シートを
活用して～

筆頭演者 森下　恭子 平成28年固定チームナー
シング全国研究集会 神戸市 2016/10/16

11 外来における効果的な応援体
制づくりの取り組み 筆頭演者 金田千恵子 平成28年固定チームナー

シング全国研究集会 神戸市 2016/10/16

12
師長たちによる朝のカンファ
レンスの効果～業務の始まり
はお互いさま精神で～

筆頭演者 間瀬　有奈 第55回全国自治体病院学
会 金沢市 2016/10/20

13
ワーク･ライフ･バランス推進
のための3年間の取り組み～
業務と制度コラボレーション～

筆頭演者 中村由美子 第55回全国自治体病院学
会 金沢市 2016/10/20

14
地域の訪問看護ステーション
との連携～看護を地域に繋げ
る第一歩～

筆頭演者 伊藤　惠子 第55回全国自治体病院学
会 金沢市 2016/10/20

15
新生児医療センターにおける
MRSAアウトブレイク要因の
考察

筆頭演者 伊藤賀代子 第55回全国自治体病院学
会 金沢市 2016/10/20

16
産婦人科病棟とNMCとの連
携強化と母への精神的支援の
充実

筆頭演者 各務　結花 第55回全国自治体病院学
会 金沢市 2016/10/20

17
受け持ち患者制を導入した看
護補助者の気持ちの変化～主
任としてサポートした結果か
ら～

筆頭演者 鈴木　康予 第55回全国自治体病院学
会 金沢市 2016/10/20

18 MRSAアウトブレイクの鎮静
化に向けた取り組み 筆頭演者 須貝　涼子 第55回全国自治体病院学

会 金沢市 2016/10/21

19 救急外来センターにおける
CPAOA患者の家族ケア 筆頭演者 小野田朱里 第55回全国自治体病院学

会 金沢市 2016/10/21

20
手術担当ペアスタッフ間で患
者情報を共有するための取り
組み～患者の要望が継続され
るために～

筆頭演者 原田　真理 固定チームナーシング研究
会～第16回中部地方会～ 刈谷市 2016/11/23

21
受け持ち看護師の役割向上と
カンファレンス定着のための
活動

筆頭演者 赤土　　遥 固定チームナーシング研究
会～第16回中部地方会～ 刈谷市 2016/11/23

22
せん妄予防･せん妄ケアへの
取り組み～日常生活にケアを
取り入れて～

筆頭演者 古林　佳奈 固定チームナーシング研究
会～第16回中部地方会～ 刈谷市 2016/11/23

23
患者･家族の思いに沿った病
棟リハビリと皮膚障害の予防
への取り組み～ベッドサイド
カンファレンスを通して～

筆頭演者 三田茉梨江 固定チームナーシング研究
会～第16回中部地方会～ 刈谷市 2016/11/23

24
生活のしやすさに関する質問
票を看護に活かす～患者の思
いをそのままにしないために～

筆頭演者 山田　千晶 固定チームナーシング研究
会～第16回中部地方会～ 刈谷市 2016/11/23

25
重症･救急患者家族の心理と
要望を理解した看護実践の取
り組み－CNS-FACEの実施－

筆頭演者 森　　知香 固定チームナーシング研究
会～第16回中部地方会～ 刈谷市 2016/11/23



－ 233 －

26
糖尿病教育入院患者に対して
の個別性を重視した運動療法
の取り組み～退院後継続支援
していくためのアプローチ～

筆頭演者 高橋友理子 固定チームナーシング研究
会～第16回中部地方会～ 刈谷市 2016/11/23

27
チームで取り組んだ「高次脳
機能障害患者への早期看護介
入」

筆頭演者 高橋　亮治 固定チームナーシング研究
会～第16回中部地方会～ 刈谷市 2016/11/23

28
異動看護師に対する透析チェ
ックリストを活用した指導の
効果

筆頭演者 青木　真理 第19回日本腎不全看護学
会 大阪市 2016/11/26

29
透析導入後、「透析見送り」を
表明した後期高齢者が透析再
導入を決断した経過を振り返
る

筆頭演者 青木　真理 第19回日本腎不全看護学
会 大阪市 2016/11/27

30
A病院における小児科病棟に
異動した看護師の組織再社会
化に関する研究

筆頭演者 鈴木　康予 第36回日本看護科学学会
学術集会 東京都 2016/12/11

31 熊本地震での地域における後
方支援活動 筆頭演者 坂部しのぶ 第22回日本集団災害医学

会総会･学術集会 名古屋市 2017/2/14

32 脳卒中再発予防教育における
パンフレット配布の有用性 筆頭演者 平井　あゆ 日本脳卒中学会総会

STROKE2017 大阪市 2017/3/18
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座長・司会（診療技術局・薬局・看護局・事務局）
＜放射線技術室＞

№ 座長・司会 演題名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 司会
一般演題
骨シンチの読影補助をしてい
くには

加藤　豊大 第95回東三河RI技術検討
会 豊橋市 2016/7/8

2 座長
特別講演
核医学担当業務に必要な知識
と技術

市川　　肇 日本放射線技術学会第44
回秋季学術大会 さいたま市 2016/10/12

3 座長 メーカ講演
会員発表 市川　　肇 第2回INTEVOユーザー

ズミーティング 横浜市 2016/11/3

4 座長
一般演題
改めて考えよう!造影検査プ
ロトコル

畑井　博晶 第9回中部放射線医療技
術学術大会 鈴鹿市 2016/11/5

5 座長
一般演題
冠動脈CT-Angiography検査、
頭部SubtractionCT-
Angiography検査について

磯部　　晃 第22回東三河CT研究会 豊橋市 2016/11/6

6 座長
一般演題
DatviewにおけるAssist-
ACPCの精度評価

加藤　豊大 第96回東三河RI技術検討
会 豊橋市 2016/11/25

7 司会
一般演題
マルチモダリティにおける小
児撮影を考える

大井　康弘 愛知県診療放射線技師会
第三回研修会 豊橋市 2016/12/3

8 座長 一般演題
骨シンチQ&A 加藤　豊大 第97回東三河RI技術検討

会 豊橋市 2017/3/18

9 座長 一般演題
整形領域の特殊撮影について 三浦　俊一 第9回東三河一般撮影研

究会 豊橋市 2017/3/25

＜中央臨床検査室＞

№ 座長・司会 演題名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長
一般演題
診断に苦慮した急性心筋梗塞
の一例～非ST上昇型心筋梗
塞～

笹山　里菜 第34回愛臨技東三河地区
研究会 豊橋市 2016/7/10

2 座長
一般演題
Integrated PSG Systemの使
用経験について

笹山　里菜 第34回愛臨技東三河地区
研究会 豊橋市 2016/7/10

3 座長
一般演題
脳梗塞を契機に発見された陳
旧性心筋梗塞と心尖部血栓の
一例

笹山　里菜 第34回愛臨技東三河地区
研究会 豊橋市 2016/7/10

4 座長
一般演題
KL-6測定試薬「ナノピアKL-6
エーザイ」の基礎的検討

笹山　里菜 第34回愛臨技東三河地区
研究会 豊橋市 2016/7/10

5 座長

公開講演
｢肥満等生活習慣病の予防･改
善｣～大規模介入試験、特定
保健指導、そして新たな発展
に向けて～

夏目　篤二 第34回愛臨技東三河地区
研究会 豊橋市 2016/7/10
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＜リハビリテーション技術室＞

№ 座長・司会 演題名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 司会 第7回顔面神経麻痺リハビリ
テーション技術講習会 森嶋　直人 第39回日本顔面神経学会 大阪市 2016/5/26～

2016/5/27

2 座長 愛知県理学療法士会東三河ブ
ロック症例検討会 内藤　善規 第19回東三河リハビリテー

ション研究会学術発表会 豊川市 2017/1/29

＜臨床工学室＞

№ 座長・司会 演題名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 セクション　一般演題1 三浦　伸一
第40回日本体外循環技術
医学会東海地方会学術大
会

岡崎市 2017/1/28

＜薬局＞

№ 座長・司会 演題名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長
特別講演
日常遭遇する皮膚疾患とその
対応

福井　健仁 愛知県病院薬剤師会東三
河支部学術講演会 豊橋市 2016/6/16

2 座長 特別講演
下垂体腫瘍における薬物治療 石川　元章 愛知県病院薬剤師会東三

河支部学術講演会 豊橋市 2016/6/30

3 座長
セミナー
医薬品リスク管理計画(RMP)
の利活用に向けて

石田　隆浩 第49回日本薬剤師会学術
大会 名古屋市 2016/10/9

4 座長
特別講演
癌化学療法におけるG-CSFの
予防投与の意義

町支　優和 愛知県病院薬剤師会東三
河支部学術講演会 豊橋市 2016/10/20

5 座長

研修会
薬のリスクから患者を守る!
継続した患者観察を通して薬
物治療時のリスクを最小化す
る

石田　隆浩 平成28年度病院診療所薬
剤師研修会 名古屋市 2016/10/22

6 座長
研修会
バイタルサインの意義と使用
する医療器材

石田　隆浩 第7回豊橋薬薬連携研修
会 豊橋市 2016/11/10

7 座長
研修会
在宅医療の広がり予見と経腸
栄養療法について

石田　隆浩 第8回豊橋薬薬連携研修
会 豊橋市 2017/3/9

＜看護局＞

№ 座長・司会 演題名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長 院内巡回ラウンドの方法につ
いて 高橋　一嘉 第13回東三河感染対策管

理者座談会 豊橋市 2016/6/11

2 座長
Ⅰ群　新人育成･ペア受け持
ちとチームローテーション
Ⅱ群　目的に添ったカンファ
レンスの運営

中村由美子 平成28年固定チームナー
シング全国研究集会 神戸市 2016/10/17

3 座長 東三河の針刺し事故対応につ
いて 高橋　一嘉 第14回東三河感染対策管

理者座談会 豊橋市 2016/10/22
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＜事務局＞

№ 座長・司会 演題名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 座長
入門講座（医療情報）

「PACSのBCP策定のための
ファーストステップガイド」

原瀬　正敏 第72回日本放射線技術学
会総会学術大会 横浜市 2016/4/17

2 座長
ランチョンセミナー4

「異なるメーカーでシステムリ
プレースを乗り越えるには」

原瀬　正敏 第32回日本診療放射線技
師学術大会 岐阜市 2016/9/16

3 座長
医療画像情報精度管理士分科
会

「医療画像情報精度管理士の
役割」

原瀬　正敏 第32回日本診療放射線技
師学術大会 岐阜市 2016/9/18

4 司会
誰でもわかる、はじめての
PACS管理

「画像サーバの仕組みと機能
と役割」

原瀬　正敏
日本放射線技術学会中部
支部医療情報システム研
究会平成28年度医療情報
システム研究会セミナー

名古屋市 2017/1/15

4 座長 ペア体制　カンファレンス 村上美由紀 固定チームナーシング研
究会第17回中部地方会 刈谷市 2016/11/23

5 座長 スタッフが求める感染対策 高橋　一嘉 第15回東三河感染対策管
理者座談会 豊橋市 2017/2/18
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講　　演（診療技術局・薬局・看護局・事務局）
＜放射線技術室＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 放射線治療に携わって思うこと 島田　秀樹 第32回日本診療放射線技師学術
大会 岐阜市 2016/9/18

2 骨シンチグラフィの正常像を知
ろう!! 加藤　豊大 第96回東三河RI技術検討会 豊橋市 2016/11/25

3 小児検査における知識と技術
－核医学検査－ 市川　　肇 愛知県放射線技師会第3回研修会 豊橋市 2016/12/3

4 医療安全の取組を研究にできる
か 市川　　肇 日本放射線技術学会中国四国支

部センター 宇部市 2017/1/7

5 初心者向け　頭部MRIの読影法
～S-ABCD～ 三浦　俊一 第75回東三河RF研究会 豊橋市 2017/2/10

6 操作モードと安全管理 畑井　博晶 第75回東三河RF研究会 豊橋市 2017/2/10

7 頭部MRIの読影法と読影補助に
ついて 三浦　俊一 安城更正病院放射線技術科勉強

会 安城市 2017/3/10

8 核医学実験を始めるための基礎
知識 市川　　肇 第97回東三河RI技術検討会 豊橋市 2017/3/18

9 骨シンチQ&A　抜き打ちテスト
回答編 加藤　豊大 第97回東三河RI技術検討会 豊橋市 2017/3/18

10 放射線治療装置Vero-4DRTの紹
介 島田　秀樹 東三河診療放射線技師会 豊橋市 2017/3/25

＜中央臨床検査室＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
迷えるあなたの道標～欠如しが
ちな「躾」「教育」「評価」を考
える～

山口　育男 愛知県臨床検査技師会微生物検
査研究班研究会 名古屋市 2016/4/2

2 臨床検査値の見方について 榊原　沙知 第125回NST定期教育講演会 豊橋市 2016/5/18

3 初心者を対象にした形態グルー
プ･ミーティング（症例発表） 近藤　由香 血液検査研究班研究会 豊田市 2016/5/21

4 「スペシャリストと呼ばれる技師
は、何をすべきなのか」（総括） 山口　育男 第17回愛知県医学検査学会 稲沢市 2016/6/5

5 微生物検査の基礎 山本　　優 平成28年度新人サポート研修会 名古屋市 2016/6/12

6 臨床検査値の見方について 小島　克枝 NST教育カリキュラム 豊橋市 2016/6/14

7 第7回穿刺液（胸水･腹水･髄液等）
細胞鏡検技師養成 内田　一豊 臨床一般検査研究会 岐阜市 2016/6/25～

2016/6/26

8 基礎講座－呼吸器－ 榊原　沙知 平成28年度日本臨床細胞学会東
海連合会基礎講座 豊明市 2016/7/24

9 リンパ節 内田　一豊 平成28年度日本臨床細胞学会東
海連合会基礎講座 豊明市 2016/7/31

10 自動分析装置（XNシリーズ）によ
る穿刺液測定について 内田　一豊 厚生連第6回形態検査部会 安城市 2016/8/20

11 リンパ系腫瘍細胞の見方･考え方 内田　一豊 平成28年度第1回滋臨技臨床血液
部門研修会 大津市 2016/9/24
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12 当院の関節エコーの現状 皆元　裕子 RAチーム医療懇話会 松山市 2016/11/11

13
肝癌検診における最新の話題と
PIVKAⅡの使い方－NBNC肝癌・
NASH肝癌の話題を中心に－

小島　克枝 第56回豊橋がん診断フォーラム 豊橋市 2016/11/17

14 "リンパ球を好きになろう"～リ
ンパ系腫瘍を学ぼう～ 内田　一豊 平成28年度日臨技中部圏支部臨

床血液部門研修会 四日市市 2017/1/21～
2017/1/22

15 関節エコーの実際とデモンスト
レーション 皆元　裕子 美濃加茂関節リウマチ研修会 美濃加茂市 2017/1/26

16 XN BFモード運用検討報告会 内田　一豊 XN BFモード運用研究会 名古屋市 2017/1/28

17 検討症例（急性白血病） 近藤　由香 第15回日本検査血液学会冬季セ
ミナー 名古屋市 2017/2/11～

2017/2/12

18 体腔液の見方 内田　一豊 第15回日本検査血液学会冬季セ
ミナー 名古屋市 2017/2/11～

2017/2/12

19 XN BFモードの効果的な運用に
ついて 内田　一豊 シスメックスカスタマーカンフ

ァレンス 富山市 2017/3/4

20 関節症性乾癬と超音波検査 笹山　里菜 東三河RA関節エコーセミナー 豊橋市 2017/3/18

＜リハビリテーション技術室＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
顔面神経麻痺の評価 up-to-date
－病的共同運動に対する評価40
点法と後遺症評価－

森嶋　直人 第39回日本顔面神経学会シンポ
ジウム 大阪市 2016/5/26

2 病的共同運動と顔面拘縮につい
て 森嶋　直人 第7回顔面神経麻痺リハビリテー

ション技術講習会 大阪市 2016/5/27

3 体の使い方からとらえる　神経
疾患に対する理学療法 森嶋　直人 豊橋ミニ連絡会 豊橋市 2016/9/3

4
「小児リハビリ実施施設の役割と
協力～それぞれができること、
補い合えること～」「病院の立場
から」

神谷　　猛 第21回小児領域の地域リハビリ
テーション公開講座 名古屋市 2016/10/23

5
呼吸不全について　急性期リハ
からのメッセージ－セラピスト
に知ってほしい知識－

上村　晃寛 第173回豊橋リハビリテーション
連絡会 豊橋市 2016/11/2

6
介護予防、各地域のネットワー
ク構築に取り組む必要性につい
て－豊橋市におけるリハ職ネッ
トワーク－

森嶋　直人
地域リハビリテーション専門職
介護予防指導者育成事業豊橋地
区研修会

豊橋市 2016/12/4

7

介護予防、各地域のネットワー
ク構築に取り組む必要性につい
て－豊橋市におけるリハ職ネッ
トワークと介護予防への取り組
み－

森嶋　直人 地域リハビリテーション専門職
介護予防指導者育成事業全体会 名古屋市 2017/1/8

＜臨床工学室＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 ペースメーカについて 後藤　成利 平成28年度第2回東三河生理検査
勉強会 豊橋市 2016/11/24
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＜薬局＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 当院の輸液製剤について 坂部　米治 NST定期教育講演会 豊橋市 2016/6/15

2 抗がん薬について 佐藤　勝紀 平成28年度リスクマネジメント
講習会 豊橋市 2016/7/12

3 注射薬について 石川　雅子 平成28年度リスクマネジメント
講習会 豊橋市 2016/7/12

4 処方薬について 安藤　陽一 平成28年度リスクマネジメント
講習会 豊橋市 2016/7/14

5 麻薬について 柳沼　妙子 平成28年度リスクマネジメント
講習会 豊橋市 2016/7/14

6 がん薬物療法における副作用対
策 町支　優和 第54回豊橋がん診療フォーラム 豊橋市 2016/7/21

7 抗菌薬使用ガイドライン活用術
－改定箇所中心に－ 佐藤　勝紀 第1回院内感染対策講習会 豊橋市 2016/9/8

8 褥瘡の治療(薬剤) 菰田　容子 第5回褥瘡勉強会 豊橋市 2017/2/15

＜看護局＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 豊橋市民病院の感染管理活動～
事例と対応～ 高橋　一嘉 岡崎市民病院感染対策講演会 岡崎市 2016/7/25

2 熊本地震におけるDMAT活動と
看護師に求められること

倉島　正成
井上　真一 豊橋市立看護専門学校講演会 豊橋市 2016/10/17

3 手術室の倫理 鈴木　康代
日本手術看護学会東海地区学会
新人看護師フォローアップセミ
ナー　　　

名古屋市 2016/11/12

4 中材スタッフに必要な微生物の
基礎知識 高橋　一嘉 第74回中部地区中材業務研究会 名古屋市 2016/11/19

5 東三河地区における感染対策活
動について 高橋　一嘉 第1回西三河南部地区院内感染対

策講演会 刈谷市 2016/12/10

6 認定看護管理者としての特定行
為研修修了者の活用と支援 菱田由紀子 平成29年認定看護管理者会研修

会 大阪市 2017/1/14

7 高齢者の糖尿病について 山口三恵子 第6回糖尿病療養指導と患者の
QOLの向上を考える会 名古屋市 2017/3/22

＜事務局＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 これならできるJJ1017～解決!コ
ード作成の問題点～ 原瀬　正敏

日本放射線技術学会医療情報部
会第17回PACS Specialistセミナ
ーin北海道

札幌市 2016/6/18

2 データの利活用について 原瀬　正敏 HAPPY医療情報システム研究会 東京都 2016/7/14

3
基礎から学ぶ｢困ったときの知恵
袋、知っておきたいガイドライ
ンの紹介｣

原瀬　正敏
日本放射線技術学会医療情報部
会第6回ベーシックセミナーin鹿
児島

鹿児島市 2016/9/3

4 これならできるJJ1017～解決!コ
ード作成の問題点～ 原瀬　正敏

日本放射線技術学会医療情報部
会第18回PACS Specialistセミナ
ーin金沢

金沢市 2016/9/24
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5 当院における遠隔画像診断の現
状 原瀬　正敏 遠隔画像診断講演会 名古屋市 2016/10/1

6
学校では教えてくれない実際

「病院が欲しい人材はどんな人?」
～医療情報技師、診療情報管理
士編～

原瀬　正敏 北海道情報大学公開講義 札幌市 2016/11/26

7
学校では教えてくれない実際

「医療記録が電子化できる時代、
今、何が足らない ?」

原瀬　正敏 北海道情報大学公開講義 札幌市 2016/11/26

8 これならできるJJ1017～解決!コ
ード作成の問題点～ 原瀬　正敏

日本放射線技術学会医療情報部
会第19回PACS Specialistセミナ
ーin広島

広島市 2016/12/10

9 IHEとJJ1017 原瀬　正敏 日本医用画像管理学会第9回フィ
ルムレスセミナー 東京都 2017/1/7

10 他施設の画像が取り込めないの
はなぜ?DICOMを知る 原瀬　正敏

日本放射線技術学会中部支部医
療情報システム研究会平成28年
度医療情報システム研究会セミ
ナー

名古屋市 2017/1/15

11 診療データを使ってみる～問題
発見と分析～ 原瀬　正敏 第23回東海自治体病院コンソー

シアム 名古屋市 2017/3/17
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論文・著書（診療技術局・薬局・看護局・事務局）

＜リハビリテーション技術室＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 病的共同運動に対する評価 筆頭著者 森嶋　直人 Facial Nerv Res Jpn. 2016; 36: 18-
21.

2 反復収縮頻度を変化させた際の病的共同
運動の積分筋電図評価 筆頭著者 真田　将太 Facial Nerv Res Jpn. 2016; 36: 78-

79.

3
Real time tissue elastography法を用い
た表情筋硬度測定の試み－信頼性の検討
を中心に－

筆頭著者 森嶋　直人 Facial Nerv Res Jpn. 2016; 36: 82-
83.

4 病的共同運動と顔面拘縮について 筆頭著者 森嶋　直人 ENTONI. 2017; 203: 29-34.

5 高体脂肪率を示した17歳脳性麻痺患者に
対する食事と運動併用療法の効果 筆頭著者 神谷　　猛 愛知県理学療法学会誌. 2016; 28: 

22-26.

＜放射線技術室＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 I-8　腫瘍系 筆頭著者 市川　　肇 超実践マニュアル　核医学. 2016, 
p.231-p.248.

2 第2章　ガンマカメラ実験 筆頭著者 市川　　肇
放射線医療技術学叢書(37)　初学
者のための核医学実験入門. 2016, 
p.21-p.30.

＜中央臨床検査室＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 臨床現場でのPOCT対応機器の精度管理 筆頭著者 内田　一豊 Diabetes Frontier. 2016; 27: 201-
207.

2 当院における妊娠糖尿病 (GDM) の検討 筆頭著者 手嶋　充善 らぼ. 2016; 67: 9-11

3
Ⅱ　染色
Ⅲ　臨床材料から分離される微生物と検査

法（胆汁･膿/分泌物/穿刺液･嫌気性
菌）（その他の検査）

共同著者 山口　育男 微生物検査ナビ第2版. 2016, 
p.13-p.22, p.105-p.179, p.295-p.319.

4 悪性腫瘍細胞を見逃さないために－自動
血球分析装置での悪性細胞の検出－ 筆頭著者 内田　一豊 日検血会誌. 2017; 18: 147-155.

＜看護局＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 食事の注意点カリウム（1） 筆頭著者 青木　真理 透析ケア. 2016; 22: 334-335.

2 ワークシートで身につける穿刺のキホン 筆頭著者 青木　真理 透析ケア. 2016; 22: 645-648.

3 手術看護の流れとマニュアル（一般外科
手術）脊髄くも膜下麻酔での虫垂切除術 筆頭著者 鈴木　康代 手術看エキスパート. 2016; 10: 54-

59.
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＜事務局＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1
第2部 システム構築編（PACS Specialist 
セミナー編）
2.6. これならできるJJ1017

筆頭著者 原瀬　正敏
放射線医療技術学叢書(36)　図解 
知っておきたい放射線情報システ
ムの構築. 2017, p.135-p.154.

2 第3部　情報システム構築事例
3.1. 豊橋市民病院 筆頭著者 原瀬　正敏

放射線医療技術学叢書(36)　図解 
知っておきたい放射線情報システ
ムの構築. 2017, p.179-p.184.
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