
Ⅵ　研究・業績



～解説～
① 医局
（1）2017 年 1 月 1 日～ 2017 年 12 月 31 日の業績を掲載しています。

（2）医師区分について

　　「S」は専攻医、「R」は研修医を示しています。

② 診療技術局・薬局・看護局・事務局
（1）2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日の業績を掲載しています。
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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 医師
区分

1 当院におけるレジオネラ肺
炎18症例の臨床的検討 筆頭演者 菅沼　伸一 第57回日本呼吸器学会

学術講演会 東京都 2017/4/21

2
ヒストグラムを用いた全肺
野の気腫と微小血管の分布
の検討

筆頭演者 真下　周子 第57回日本呼吸器学会
学術講演会 東京都 2017/4/23

3
末梢血液の目視が診断に有
用であった肺動脈腫瘍塞栓
症の1例

筆頭演者 大館　　満 第111回日本呼吸器学
会東海地方学会 名古屋市 2017/5/27

4 胸痛で発症した気管支動脈
瘤破裂の1例 筆頭演者 飯島　淳司 第111回日本呼吸器学

会東海地方学会 名古屋市 2017/5/28 S

5
Nivolumab投与後に
pseudoprogressionを認めた
非小細胞肺癌の3例

筆頭演者 米田　一樹 第58回日本肺癌学会学
術集会 横浜市 2017/10/15

＜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 医師
区分

1
胆管・十二指腸浸潤を伴う
切除不能胆嚢癌に対してマ
ルチステンティングが有用
であった1例

筆頭演者 西堀　友美 第39回東三医学会 豊橋市 2017/3/4 R

2 当院における潰瘍性大腸炎
関連大腸癌の検討 筆頭演者 田中　　仁 第103回日本消化器病

学会総会 東京都 2017/4/20 S

3 クローン病に合併した大腸
癌の3例の検討 筆頭演者 南　　喜之 第103回日本消化器病

学会総会 東京都 2017/4/20

4 当院における膵IPMN切除
例の検討 筆頭演者 植月　康太 第103回日本消化器病

学会総会 東京都 2017/4/22

5
当院における急性胆嚢炎に
対する経乳頭的胆嚢ドレナ
ージの経験

筆頭演者 山本　崇文 第103回日本消化器病
学会総会 東京都 2017/4/22

6
当院における悪性胆道、
十二指腸狭窄に対する 
double SEMS stenting の
有効性の検討

筆頭演者 植月　康太 第93回日本消化器内視
鏡学会総会 大阪市 2017/5/11

7 当院における内視鏡疑陰性
進行大腸癌の検討 筆頭演者 山本　崇文 第93回日本消化器内視

鏡学会総会 大阪市 2017/5/13

8
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90
回学術集会 宇都宮市 2017/5/27

9 検診で発見された十二指腸
乳頭部癌の一例 筆頭演者 松原　　浩 第56回日本消化器がん

検診学会総会 つくば市 2017/6/23

10 検診腹部超音波検査で指摘
された胆嚢癌の1例 筆頭演者 山本　崇文 第56回日本消化器がん

検診学会総会 つくば市 2017/6/23

11 当院におけるリアルダの使
用経験 筆頭演者 高田　善久 日本消化器病学会東海

支部第126回例会 岐阜市 2017/6/24 S

12
当院におけるC型肝炎に対
するオムビタスビル/パリ
タプレビル/リトナビルの
治療成績について

筆頭演者 田中　　仁 日本消化器病学会東海
支部第126回例会 岐阜市 2017/6/24 S

13 4型進行胃癌の化学療法中に
右大腿筋転移を来した一例 筆頭演者 南　　喜之 日本消化器病学会東海

支部第126回例会 岐阜市 2017/6/24
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14 当院における大腸憩室出血
の治療成績 筆頭演者 松田　宜賢 日本消化器病学会東海

支部第126回例会 岐阜市 2017/6/24

15
脾動脈周囲後腹膜線維症を
伴った自己免疫性膵炎の一
例

筆頭演者 松原　　浩 第48回日本膵臓学会大
会 京都市 2017/7/14

16
91歳の超高齢者に対し肝右
葉尾状葉切除､肝外胆管切
除再建を施行した肝内胆管
癌の1例

共同演者 松原　　浩 第53回日本胆道学会学
術集会 山形市 2017/9/28

17
造影腹部超音波検査に定量
的評価を加えた胆嚢良悪性
鑑別診断

筆頭演者 松原　　浩 第53回日本胆道学会学
術集会 山形市 2017/9/29

18
当院における難治性腹水患
者に対するトルバプタンの
使用経験

筆頭演者 山本　崇文 第59回日本消化器病学
会大会（JDDW2017） 福岡市 2017/10/13

19 術後再建腸管に対する截石
術の検討 筆頭演者 南　　喜之 第59回日本消化器病学

会大会（JDDW2017） 福岡市 2017/10/13

20 造影超音波内視鏡検査によ
る胆管疾患の鑑別診断 筆頭演者 松原　　浩 第59回日本消化器病学

会大会（JDDW2017） 福岡市 2017/10/13

21 ニボルマブが原因と考えら
れた肝機能障害の1例 筆頭演者 馬場　智也 第233回内科学会東海

地方会 岐阜市 2017/10/29 R

22
肺多形癌術後に白血球上昇
を契機に発見されたG-CSF
産生空腸転移の1例

筆頭演者 小木曽拓也 第233回内科学会東海
地方会 岐阜市 2017/10/29 R

23
当院におけるエルバスビル
/グラゾプレビルの治療成
績について

筆頭演者 高田　善久 日本消化器病学会東海
支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11 S

24 特徴的な画像所見を呈した
肝吸虫症の一例 筆頭演者 松田　宜賢 日本消化器病学会東海

支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11

25 当院における75歳以上の高
齢者に対するDAA治療成績 筆頭演者 山本　崇文 日本消化器病学会東海

支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11

26 当院におけるCDに対する
IFX倍量投与の治療成績 筆頭演者 南　　喜之 日本消化器病学会東海

支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11

27 結核性子宮内膜炎に進展し
腸切除を要した腸結核の1例 筆頭演者 樋口　道雄 日本消化器病学会東海

支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11 S

28
繰り返す胆嚢動脈瘤破裂に
対して2回の動脈塞栓術で
止血が得られた1例

筆頭演者 加納　佑一 日本消化器病学会東海
支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11 S

29
当院における腹腔鏡内視
鏡合同手術（laparoscopic 
endoscopic cooperative 
surgery;LECS）の検討

筆頭演者 田中　　仁 日本消化器病学会東海
支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11 S

30
当院における悪性胆道，十
二指腸狭窄に対するdouble 
stenting（DS）の成績

筆頭演者 松田　宜賢 第60回日本消化器内視
鏡学会東海支部例会 岐阜市 2017/11/18

31
膵仮性嚢胞内に再燃した仮
性動脈瘤に対し造影超音波
内視鏡検査が有用であった
一例

筆頭演者 田中　　仁 第60回日本消化器内視
鏡学会東海支部例会 岐阜市 2017/11/18 S

32
当院におけるNS5A-Y93も
しくはL31変異症例におけ
るDAA治療の治療効果の
検討

筆頭演者 山本　崇文 第42回日本肝臓学会西
部会 福岡市 2017/11/30

33
肝硬変による難治性腹水に
対する腹腔・静脈シャント
の治療成績の検討

筆頭演者 内藤　岳人 第42回日本肝臓学会西
部会 福岡市 2017/11/30
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34
肝腫瘍生検により診断し得
た若年発症の類上皮血管内
皮腫の2例

筆頭演者 南　　喜之 第42回日本肝臓学会西
部会 福岡市 2017/11/30

＜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 医師
区分

1
検診心電図異常で発見され
た孤立性サルコイドーシス
の一例

筆頭演者 小木曽拓也 第39回東三医学会 豊橋市 2017/3/4 R

＜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 医師
区分

1 手掌紅斑は悪性腫瘍診断の
手がかりになりえるか 筆頭演者 杉野　　希 日本内科学会第231回

東海地方会 津市 2017/2/19 S

2
SLEへのステロイド治療を
契機に重症感染を反復した
選択的IgG2欠損症の1例

筆頭演者 前川　道隆 日本内科学会第231回
東海地方会 津市 2017/2/19

3
カルバペネム耐性Hafnia 
alvei菌血症に対し、透析前
高用量アミカシンを投与し
た1例

筆頭演者 渡邉　絢史 第62回日本透析医学会
学術集会・総会 横浜市 2017/6/16

4
眼底検査、皮膚生検で診断
した、コレステロール塞栓
症による多発脳梗塞の1例

筆頭演者 杉野　　希 第62回日本透析医学会
学術集会・総会 横浜市 2017/6/18 S

5
反復する眼瞼周囲の皮下出
血が初発症状であったAL
アミロイドーシスの1例

筆頭演者 前川　道隆 第47回日本腎臓学会東
部学術大会 横浜市 2017/10/28

＜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 医師
区分

1

糖尿病診療におけるリスク
マネージメント 糖尿病患
者の重症低血糖を減らすた
めの取り組みの現状と今後
の課題

筆頭演者 山守　育雄 第60回日本糖尿病学会
年次学術集会 名古屋市 2017/5/19

＜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 医師
区分

1 悪性腫瘍を伴う脳梗塞患者
の臨床特徴 筆頭演者 大山　　健 第42回日本脳卒中学会

学術集会 大阪市 2017/3/17

2
抗アセチルコリンレセプタ
ー抗体が陽性であった慢性
炎症性脱髄性多発神経炎の
1例

筆頭演者 大山　　健 第28回日本末梢神経学
会学術集会 名古屋市 2017/8/26

3 当院におけるギランバレー
症候群の臨床的特徴 筆頭演者 渡邊　麻希 第29回日本神経免疫学

会学術集会 札幌市 2017/10/7

4
TNF-α阻害薬投与中に発
症したサルコイドーシスの
1例

筆頭演者 大山　　健 第35回日本神経治療学
会総会 さいたま市 2017/11/18
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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 医師
区分

1
Current and future JALSG 
study for Philadelphia-
chromosome positive acute 
lymphoblastic leukemia

筆頭演者 Isamu
Sugiura

JALSG 30周年記念シ
ンポジウム 東京都 2017/6/17

2
ABVd療法で寛解を得た治
療抵抗性指状嵌入樹状細胞
肉腫の1例

筆頭演者 梅村　晃史 第79回日本血液学会学
術集会 東京都 2017/10/20

3 当院における高齢者Ph陽性
ALL患者の後方視的検討 筆頭演者 鈴木弘太郎 第79回日本血液学会学

術集会 東京都 2017/10/21

＜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 医師
区分

1
術前に診断でき、腹腔鏡下
に修復できた大網裂孔ヘル
ニアの1例

筆頭演者 荒川　拓也 第47回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2017/2/11 S

2
反復性S状結腸軸捻転症に
対して2ポート腹腔鏡補助
下S状結腸切除術を施行し
た一例

筆頭演者 前田　周良 第47回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2017/2/11

3
遅発性十二指腸狭窄と胆嚢
炎・胆管炎を併発した膵
十二指腸動脈癌破裂の1例

筆頭演者 小林龍太朗 第47回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2017/2/11 S

4 総胆管穿孔の1例 筆頭演者 西村　元伸 第47回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2017/2/11

5
大腸亜全摘により救命し得
た非閉塞性腸管虚血症の1
例

筆頭演者 出井　秀幸 第53回日本腹部救急医
学会総会 横浜市 2017/3/2 S

6 妊娠29週で嘔気により発見
された早期胃癌の1例 筆頭演者 虫明　和徳 第39回東三医学会 豊橋市 2017/3/4 R

7
腹腔鏡・内視鏡合同手術

（LECS）により治療し得た
胃GISTの1例

筆頭演者 伊藤　量吾 第293回東海外科学会 名古屋市 2017/4/16 S

8 虫垂炎を契機に判明した前
立腺癌虫垂転移の1例 筆頭演者 野中有紀子 第293回東海外科学会 名古屋市 2017/4/16 S

9 特発性右胃動脈瘤破裂の1
例 筆頭演者 出井　秀幸 第293回東海外科学会 名古屋市 2017/4/16 S

10
肝門部胆管圧排により閉塞
性黄疸をきたした肝細胞癌
の1例

筆頭演者 滝本愛太朗 第293回東海外科学会 名古屋市 2017/4/16 S

11
開腹創における純粋切開モ
ードの電気メスによる皮膚
切開後の創感染の検討

筆頭演者 平松　和洋 第117回日本外科学会
定期学術集会 横浜市 2017/4/29

12

A case of multiple 
hepatic artery aneurysms 
assigned to be caused 
by acute cholecystitis 
which disappeared 
almost completely 
only with undergoing 
antibiotic therapy and 
cholecystectomy

筆頭演者 Naoya
Yamaguchi

第6回アジア太平洋肝
胆膵学会、第29回日本
肝胆膵外科学会学術集
会

横浜市 2017/6/8
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13

Our experience 
of Laparoscopic 
Liver Resection:The 
Comparison between Pure 
Laparoscopic Resection 
and Hybrid Laparoscopic 
Resection

筆頭演者 Taro Aoba
第6回アジア太平洋肝
胆膵学会、第29回日本
肝胆膵外科学会学術集
会

横浜市 2017/6/9

14
腹腔鏡下直腸低位前方切除
後に発症した右腕神経叢麻
痺症例の原因検索とその後
の対策

筆頭演者 神谷　忠宏 第42回日本外科系連合
学会学術集会 徳島市 2017/6/29

15 腸管壊死を伴った閉塞性S
状結腸癌の一例 筆頭演者 前田　周良 第42回日本外科系連合

学会学術集会 徳島市 2017/6/29

16
半周性のS状結腸癌に近接
した有茎性病変が嵌頓し閉
塞性大腸炎をきたした1例

筆頭演者 西村　元伸 第42回日本外科系連合
学会学術集会 徳島市 2017/6/30

17
当院における局所領域リン
パ節単独再発症例に対する
治療検討

筆頭演者 神原　祐一 第25回日本乳癌学会学
術総会 福岡市 2017/7/13

18
臨床経験による乳房穿刺吸
引細胞診の検体不適正率の
検討

筆頭演者 伊藤　喜介 第25回日本乳癌学会学
術総会 福岡市 2017/7/14

19
乳房温存術における血管留
置針をを利用した皮下ドレ
ーン有効性の検討

筆頭演者 吉原　基 第25回日本乳癌学会学
術総会 福岡市 2017/7/14

20
乳癌根治術（Bp+Ax+放射
線治療+術後補助治療）後
10年で残余乳腺に多発再発
癌をみた1症例

筆頭演者 柴田　佳久 第25回日本乳癌学会学
術総会 福岡市 2017/7/15

21 腹部杙創による外傷性IVC
損傷の一例 筆頭演者 柴田　淳平 第48回愛知臨床外科学

会 名古屋市 2017/7/17 R

22
分流手術を行った膵胆管合
流異常64例の晩期膵胆道癌
発生の検討

筆頭演者 小池　佳勇 第72回日本消化器外科
学会総会 金沢市 2017/7/20

23
ドレーン排液の肉眼的性状
で診断した膵頭十二指腸切
除後の遅発性膵液漏の検討

筆頭演者 山口　直哉 第72回日本消化器外科
学会総会 金沢市 2017/7/21

24
パートごとに学ぶ段階的ト
レーニングを用いた当院の
腹腔鏡下幽門側胃切除の教
育プログラム

筆頭演者 平松　和洋 第72回日本消化器外科
学会総会 金沢市 2017/7/22

25 左側大腸癌イレウスに対す
る一期的切除・吻合 筆頭演者 西村　元伸 第72回日本消化器外科

学会総会 金沢市 2017/7/22

26
dose-dense ECによる乳癌
術後補助化学療法後に発症
したニューモシスチス・カ
リニ肺炎の1例

筆頭演者 滝本愛太朗 第14回日本乳癌学会中
部地方会 飯田市 2017/9/10 S

27
91歳の超高齢者に対し肝右
葉尾状葉切除、肝外胆管切
除再建を施行した肝門部胆
管癌の一例

筆頭演者 青葉　太郎 第53回日本胆道学会学
術集会 山形市 2017/9/28

28
重症度別にみた急性胆嚢炎
に対する腹腔鏡下胆嚢摘出
術の至適時期に関する検討

筆頭演者 出井　秀幸
第25回消化器関連学会
週間/第15回日本消化
器外科学会大会

（JDDW2017）
福岡市 2017/10/12 S

29
単一施設における腹腔鏡下
幽門側胃切除術の変遷・導
入から若手医師教育まで

筆頭演者 平松　和洋
第25回消化器関連学会
週間/第15回日本消化
器外科学会大会

（JDDW2017）
福岡市 2017/10/14
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30
PD術後胆管空腸吻合部再
発の浸潤を受けた右肝動脈
からの胆道出血の1例

筆頭演者 梅村　将成 第294回東海外科学会 津市 2017/10/15 S

31
S状結癌に対してパニツム
マブを投与中に発症した腸
管嚢腫様気腫症の1例

筆頭演者 神谷　忠宏 第294回東海外科学会 津市 2017/10/15

32
胆管前区域枝断裂を伴うⅢ
b型肝損傷に対してIVRで
肝切除を回避できた1例

筆頭演者 滝本愛太朗 第294回東海外科学会 津市 2017/10/15 S

33 回腸・虫垂合併切除を必要
としたガーゼオーマの1例 筆頭演者 伊藤　量吾 第294回東海外科学会 津市 2017/10/15 S

34 腹腔鏡下低位前方切除術を
施行した直腸神経鞘腫の1例 筆頭演者 小林龍太朗 第72回日本大腸肛門病

学会学術集会 福岡市 2017/11/11 S

35 術後合併症からみた閉塞性
大腸癌239例の検討 筆頭演者 神谷　忠宏 第72回日本大腸肛門病

学会学術集会 福岡市 2017/11/11

36 卵管留膿腫を認めたS状結
腸憩室炎の1例 筆頭演者 野中有紀子 第72回日本大腸肛門病

学会学術集会 福岡市 2017/11/11 S

37 腹部刺創31例の検討 筆頭演者 野中有紀子 第79回日本臨床外科学
会総会 東京都 2017/11/23 S

38
標本整理（いわゆる芋掘り）
において専攻医はリンパ節
探索能力を向上させるか？

筆頭演者 山口　直哉 第79回日本臨床外科学
会総会 東京都 2017/11/24

39
大腿ヘルニア嵌頓で緊急手
術を行った36例の修復法の
検討

筆頭演者 梅村　将成 第79回日本臨床外科学
会総会 東京都 2017/11/24 S

40 絞扼性イレウスにおける腸
管壊死の予測因子の検討 筆頭演者 小林龍太朗 第79回日本臨床外科学

会総会 東京都 2017/11/24 S

41 当院における再肝切除での
腹腔鏡下肝切除術の検討 筆頭演者 青葉　太郎 第30回日本内視鏡外科

学会総会 京都市 2017/12/9

42 市中病院でのロボット支援
腹腔鏡下胃切除術の経験 筆頭演者 平松　和洋 第30回日本内視鏡外科

学会総会 京都市 2017/12/9

43
一般臨床（地域基幹）病院
におけるコロノCTの位置
づけ－当院導入初期から－

筆頭演者 柴田　佳久 第72回日本大腸肛門病
学会学術集会 福岡市 2017/11/10

2017/11/11

＜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 医師
区分

1
ドレナージと内腔焼灼にて
症状コントロールが可能で
あった気管支原性嚢胞の1例

筆頭演者 鈴木　晴子 第34回日本呼吸器外科
学会総会 福岡市 2017/5/18

2
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

筆頭演者 親松　裕典 第34回日本呼吸器外科
学会総会 福岡市 2017/5/18

3 肺炎を繰り返した中葉気管
支閉鎖症の1手術例 筆頭演者 親松　裕典 第40回日本呼吸器内視

鏡学会学術集会 長崎市 2017/6/10

＜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 医師
区分

1
当院の経腸栄養療法におけ
る下痢対策：NST作成のフ
ローチャート活用

筆頭演者 柴田　佳久 第32回日本静脈経腸栄
養学会学術集会 岡山市 2017/2/23
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2
当院で稼働しているクリニ
カルパスの適性についての
評価検討

筆頭演者 柴田　佳久 第67回日本病院学会 神戸市 2017/7/21

3
一般臨床（地域基幹）病院
におけるコロノCTの位置
づけ―当院導入初期から

筆頭演者 柴田　佳久 第72回日本大腸肛門病
学会学術集会 福岡市 2017/11/10

4
当院で稼働している結腸手
術クリニカルパスの適性に
ついての評価検討

筆頭演者 柴田　佳久 第79回日本臨床外科学
会総会 東京都 2017/11/23

＜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 医師
区分

1
腎移植後に高フェリチン血
症の腎性貧血治療に難渋し
ている症例

筆頭演者 長坂　隆治 第50回日本臨床腎移植
学会 神戸市 2017/2/17

2

二次性副甲状腺機能亢進症
に対する手術後の血中カル
シウム･リン濃度管理につ
いて
～重症・中等症・軽症の典
型例より～

筆頭演者 長坂　隆治 第39回東三医学会 豊橋市 2017/3/4

3 上腸間膜動脈閉塞症に関す
る単純CT所見の検討 共同演者 長坂　隆治 第39回東三医学会 豊橋市 2017/3/4

4 当院における献腎移植登録
継続外来での実績 筆頭演者 長坂　隆治 第53回日本移植学会総

会 旭川市 2017/9/8

＜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 医師
区分

1
不安定型骨盤輪骨折に対す
る anterior subcutaneous 
pelvic internal fi xation

（ASPIF）の治療経験
筆頭演者 長谷川純也

第128回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

神戸市 2017/4/7

2

バックアウトを防止するロ
ッキングテンションバンド
ワイヤリングで骨接合術を
行った尺骨肘頭骨折の治療
成績

筆頭演者 三矢　未来
第128回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

神戸市 2017/4/7

3

AIP（Stoppa）approachと
上前腸骨棘骨切（Kloen変
法）を併用し大坐骨切痕－
恥骨上枝cablingを行った
寛骨臼骨折

筆頭演者 三矢　　聡
第128回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

神戸市 2017/4/7

4
軟部組織欠損に対する皮弁
術の採取部を縮小させる
Bashir変法を利用した閉鎖
法

筆頭演者 三矢　　聡
第128回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

神戸市 2017/4/7

5

前腕切断に対する再接着術
－cross limb vascular 
shunt, temporary 
intravascular shunt, 
intraosseous wiringでの早
期血行再開－

筆頭演者 三矢　　聡 第60回日本手外科学
会・学術集会 名古屋市 2017/4/27

6
Subcristal 骨盤創外固定法
を用いて治療した骨盤輪骨
折

筆頭演者 福井　　順 第43回日本骨折治療学
会 郡山市 2017/7/7
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7
骨盤輪骨折・寛骨臼骨折に
対するケーブルを使用した
骨接合術の種類と方法

筆頭演者 三矢　　聡 第43回日本骨折治療学
会 郡山市 2017/7/7

8

抗生剤含有セメント，
Masquelet法，llizarov法で
治療した脛骨骨幹部開放骨
折に対する髄内釘後の化膿
性骨髄炎

筆頭演者 三矢　　聡
第129回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

富山市 2017/10/6

9

Trochanteric fl ip 
osteotomyから骨頭の
screw固定と後壁のspring 
locking plate固定を行った
股関節脱臼骨折

筆頭演者 三矢　　聡
第129回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

富山市 2017/10/6

10

肘頭骨折に対するバックア
ウトを防止できるlocking 
tension band wiringと従来
のtension band wiringの比
較

筆頭演者 三矢　未来
第129回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

富山市 2017/10/7

11 壮年男性に発症した急速破
壊型肩関節症の1例 筆頭演者 福井　　順 第44回日本肩関節学会 東京都

2017/10/6
2017/10/7
2017/10/8

12 観血的治療を行ったos 
acromialeの1例 筆頭演者 藤田　　護 第44回日本肩関節学会 東京都

2017/10/6
2017/10/7
2017/10/8

＜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 医師
区分

1

実臨床における関節リウマ
チのトシリズマブ治療～疾
患活動性、日常生活動作、
併用薬剤の変化、関節破壊
の追跡～

筆頭演者 平野　裕司 第61回日本リウマチ学
会総会・学術集会 福岡市 2017/4/20

2

実臨床における関節リウマ
チのゴリムマブ治療～疾患
活動性、日常生活動作、併
用薬剤の変化、関節破壊の
追跡～

筆頭演者 平野　裕司 第61回日本リウマチ学
会総会・学術集会 福岡市 2017/4/20

3

実臨床における関節リウマ
チのアバタセプト治療～疾
患活動性、日常生活動作、
併用薬剤の変化、関節破壊
の追跡～

筆頭演者 平野　裕司 第61回日本リウマチ学
会総会・学術集会 福岡市 2017/4/20

4

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61回日本リウマチ学
会総会・学術集会 福岡市 2017/4/21

5 大腿骨骨髄炎を生じた
SAPHO症候群の2例 筆頭演者 岡田　裕也 第61回日本リウマチ学

会総会・学術集会 福岡市 2017/4/22 S

6
実臨床での関節リウマチに
おけるイグラチモドの長期
治療成績

筆頭演者 平野　裕司 第61回日本リウマチ学
会総会・学術集会 福岡市 2017/4/22

7
関節リウマチ例を除くステ
ロイド性骨粗鬆症に対する
テリパラチド連日投与製剤
の短期治療成績

筆頭演者 平野　裕司 第61回日本リウマチ学
会総会・学術集会 福岡市 2017/4/22
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8
関節リウマチの骨粗鬆症に
対するデノスマブの24か月
の有効性予測因子－他施設
研究TBCR-BONEより－

筆頭演者 平野　裕司 第61回日本リウマチ学
会総会・学術集会 福岡市 2017/4/22

9

LONG-TERM OUTCOME 
OF IGURATIMOD, 
CONVENTIONAL 
SYNTHETIC DISEASE-
MODIFYING 
ANTIRHEUMATIC　
DRUD DEVELOPED IN 
JAPAN, IN JAPANESE 
PATIENTS WITH 
RHEUMATOID 
ARTHRITIS IN　REAL-
WORLD CLINICAL 
SETTING

筆頭演者 Yuji Hirano EULAR　2017 Madrid/
Spain 2017/6/15

10

The Predictors for 24 
Months Effi  cacy of 
Denosumab,an Anti-
RANKL Antibody,on 
Osteoporosis in 
Rheumatoid Arthritis 
Patients from Japanese 
Multicenter Study

（TBCRBONE）

筆頭演者 Yuji Hirano ASBMR 2017 Annual 
Meeting

Denver/
USA 2017/9/9

11

Comparative Study 
between "Minodronate 
with Eldecalcitol" 
and "Denosumab" as 
Treatment after 2-years 
Daily Teriparatide in 
Osteoporosis in Patients 
with Rheumatoid Arthritis-
Results in 24 Months

筆頭演者 Yuji Hirano ASBMR 2017 Annual 
Meeting

Denver/
USA 2017/9/11

12
関節リウマチの骨粗鬆症に
対するデノスマブの24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19回日本骨粗鬆症学
会 大阪市 2017/10/20

13
関節リウマチ例を除くステ
ロイド性骨粗鬆症に対する
テリパラチド連日投与製剤
の12か月治療成績

筆頭演者 平野　裕司 第19回日本骨粗鬆症学
会 大阪市 2017/10/21

14 デノスマブで治療した妊娠
授乳後骨粗鬆症の2例 筆頭演者 岡田　裕也 第19回日本骨粗鬆症学

会 大阪市 2017/10/22 S

15

関節リウマチの骨粗鬆症で
のテリパラチド連日投与製
剤後のミノドロン酸+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19回日本骨粗鬆症学
会 大阪市 2017/10/22

16

The perdictors of the 
effi  cacy of denosumab, a 
monoclonal antibody to 
RANKL, on osteoporosis 
in rheumatoid arthritis 
patients from Japanese 
multicenter study; 
Tsurumai Biologics 
Communication Registry 
for BONE（TBCR-BONE）

筆頭演者 Kyosuke 
Hattori

2017 ACR/ARHP 
Annual Meeting

San
Diego/
USA

2017/11/5

17

関節リウマチの骨粗鬆症で
のテリパラチド連日投与製
剤後のミノドロン酸+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32回日本臨床リウマ
チ学会 神戸市 2017/12/2
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18

実臨床のRA治療での３種
類の生物学的製剤（TNF阻
害剤ゴリムマブ、IL-6阻害
剤トシリズマブ、T細胞共
刺激調整剤アバタセプト）
の比較

筆頭演者 平野　裕司 第32回日本臨床リウマ
チ学会 神戸市 2017/12/2

19
トシリズマブによる関節リ
ウマチの大関節破壊抑制効
果

筆頭演者 平野　裕司 第32回日本臨床リウマ
チ学会 神戸市 2017/12/2

20
関節リウマチ治療における
トシリズマブ効果不十分に
対しイグラチモドを追加併
用した7例の短期成績

筆頭演者 服部　恭典 第32回日本臨床リウマ
チ学会 神戸市 2017/12/3

21
リウマチ性多発筋痛症治療
におけるステロイドフリー
の予測因子についての検討

筆頭演者 服部　恭典 第32回日本臨床リウマ
チ学会 神戸市 2017/12/3

＜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 医師
区分

1 Lymphoduct injury during 
LIF:Case report 筆頭演者 Hisatake

Yoshihara
第1回SOLAS　Japan
学術集会 東京都 2017/12/2

＜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 医師
区分

1 治療を行った脳脊髄液減少
症5例の経験 筆頭演者 雄山　博文 第40回日本脳神経外傷

学会 東京都 2017/3/10

2
錐体静脈を残す事ができず
小脳の出血性梗塞を起こし
た、錐体骨髄膜腫の1例

筆頭演者 雄山　博文 第46回日本脳卒中の外
科学会学術集会 大阪市 2017/3/16

3 頭蓋内に生じたanaplastic 
large cell lymphomaの1例 筆頭演者 横山　勇人 第92回日本脳神経外科

学会中部支部学術集会 松本市 2017/4/8 S

4
転移性脳腫瘍に対する分子
標的薬の使用経験：3例の
報告

筆頭演者 雄山　博文 第22回日本脳腫瘍の外
科学会 鹿児島市 2017/9/8

5
楔前部、後部帯状回より摘出
術を行った、左頭頂葉内側
部の転移性脳腫瘍の1例：
高次脳機能障害について

筆頭演者 雄山　博文 第22回日本脳腫瘍の外
科学会 鹿児島市 2017/9/9

6
頭頸部外傷をきたした、当
院における虐待症例につい
て

筆頭演者 雄山　博文 日本脳神経外科学会第
76回　学術総会 名古屋市 2017/10/14

7 反復性頭部皮下出血を呈し
た皮膚腫瘍の1例 筆頭演者 若林　健一 日本脳神経外科学会第

76回　学術総会 名古屋市 2017/10/14

8
医原性の総頚動脈解離性閉
塞に対し、外科的血栓除去
術と総頚動脈の結紮を要し
た一例

筆頭演者 佐藤　雅基
第33回NPO法人日本
脳神経血管内治療学会
学術総会

東京都 2017/11/24
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＜小児科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 当初鼠径ヘルニアと判断し
た腸腰筋膿瘍の1例 筆頭演者 藤本　真徳 第269回日本小児科学

会東海地方会 名古屋市 2017/2/5 R

2
Anaphylaxis to apple 
caused by a suspected 
novel allergen component

筆頭演者 Iwao
Tajima

30th Anniversary 
Congress of 
Korean Acadmy of 
Pediatric Allergy 
and Respiratory 
Diseases2017

Korea 2017/4/8

3
豊橋市民病院における過去
10年間の18歳未満の死亡例
の検討

筆頭演者 服部　俊彦 第120回日本小児科学
会学術集会 東京都 2017/4/14 S

4
院内学級のより良い療育環
境を目指し活動し続けた愛
知県病弱児療育研究会30年
の軌跡

筆頭演者 伊藤　　剛 第120回日本小児科学
会学術集会 東京都 2017/4/14

5 CHARGE症候群3例の気道
管理について 共同演者 小山　典久 第120回日本小児科学

会学術集会 東京都 2017/4/14

6

破砕赤血球を認める先天性
溶血性疾患に対して、網羅
的遺伝子解析により遺伝性
熱奇形赤血球症と診断した
一新生児例

筆頭演者 五藤　智子 第27回日本産婦人科・
新生児血液学会 福島市 2017/6/3 S

7
日本輸血・細胞治療学会
ガイドライン委員会策定

「小児輸血のガイドライン」
（案）

共同演者 小山　典久 第27回日本産婦人科・
新生児血液学会 福島市 2017/6/2

8 幼児期発症の複雑な眼頭連
合運動を認めた1例 筆頭演者 相場　佳織 第59回日本小児神経学

会学術集会 大阪市 2017/6/15

9 早産児の神経学的予後　愛
知県疫学研究 共同演者 幸脇　正典 第59回日本小児神経学

会学術集会 大阪市 2017/6/16

10
新生児輸血の問題点　高カ
リウム血症とカリウム吸着
フィルターについて

筆頭演者 小山　典久 第65回日本輸血・細胞
治療学会総会 千葉市 2017/6/24

11 眼底所見が診断の契機とな
ったネコひっかき病の1例 筆頭演者 木村　　瞳 第270回日本小児科学

会東海地方会 名古屋市 2017/6/25 S

12
早期新生児期の直接ビリル
ビン値測定により早期から
疑うことが可能であった胆
道閉鎖症の2例

筆頭演者 木村　　瞳 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16 S

13
PEEP弁装備の自己膨張式
バッグにおけるリザーバー
非装着時の酸素濃度の検討

筆頭演者 杉浦　崇浩 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16

14
生後早期に類白血病反応を
呈し遷延性肺高血圧症を合
併した超低出生体重児の1
例

筆頭演者 川向　永記 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16 S

15
出生体重500g以下が予測さ
れる胎児の2施設間の比較
救命率の検討

共同演者 幸脇　正典 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16

16 NEO（新生児の蘇生） 筆頭演者 杉浦　崇浩 第10回日本蘇生科学シ
ンポジウム 横浜市 2017/7/17

17
シベレスタットを投与した
極低出生体重児のアシルカ
ルニチン変動

共同演者 戸川　泰子 第2回日本医用マスス
ペクトル学会西部会 京都市 2017/7/22
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18
画像上からランゲルハンス
細胞組織球症と診断した
が、のちにガドリニウム脳
沈着と考えられた一例

筆頭演者 野村　幸伸 第47回日本小児科神経
学会東海地方会 名古屋市 2017/7/22 S

19 ろ紙血を用いた新生児のク
レアチニンスクリーニング 筆頭演者 中野　　優 第44回日本マススクリ

ーニング学会学術集会 秋田市 2017/8/18

20
愛知県病弱児療育研究会30
年の軌跡－院内学級のより
良い療育環境を目指して－

筆頭演者 伊藤　　剛 日本育療学会　第21回
学術集会 岐阜市 2017/8/26

21 交換輸血およびその使用血
液に関する実態調査 筆頭演者 小山　典久 第62回日本新生児成育

医学会 さいたま市 2017/10/13

22
後天性乳び胸に対してOK-
432の胸腔内投与を行った
超低出生体重児の1例

筆頭演者 野村　幸伸 第62回日本新生児成育
医学会 さいたま市 2017/10/13 S

23 新生児蘇生ガイドラインと
低体温療法 筆頭演者 杉浦　崇浩 第62回日本新生児成育

医学会 さいたま市 2017/10/14

24

A patient with hereditary 
pyropoikilocytosis caused 
by a combination of a 
novel in-frame deletion 
and a common functional 
but non-pathogenic allele,
αLELY,in SPTA1.

筆頭演者 Tomoko
Goto ASHG2017 Orlando 2017/10/17 S

25 診断に苦慮したピリドキシ
ン依存性てんかんの1例 筆頭演者 佐久間　肇 第51回日本てんかん学

会学術集会 京都市 2017/11/3

＜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 医師
区分

1
子宮摘出術後に後腹膜に発
生したＳＴＵＭＰ（Smooth 
muscle tumor of uncertain 
malignant potential）の1例

筆頭演者 嶋谷　拓真 第137回東海産科婦人
科学会 名古屋市 2017/3/11 S

2
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137回東海産科婦人
科学会 名古屋市 2017/3/12

3 当院で施行した超緊急帝王
切開63例の経験 筆頭演者 國島　温志 第69回日本産科婦人科

学会学術講演会 広島市 2017/4/14 S

4
Solitary adrenal metastasis 
derived from small cell 
carcinoma of the uterine 
cervix

筆頭演者 Yosuke
Kawai

第69回日本産科婦人科
学会学術講演会 広島市 2017/4/15

5 当院における悪性腫瘍合併
妊娠12例の検討 筆頭演者 松尾　聖子 第69回日本産科婦人科

学会学術講演会 広島市 2017/4/15

6
子宮頸癌におけるICGを用
いた腹腔鏡下センチネルリ
ンパ節マッピング

筆頭演者 梅村　康太 第69回日本産科婦人科
学会学術講演会 広島市 2017/4/16

7
当院における子宮悪性腫瘍
に対するロボット支援下手
術

筆頭演者 高野みずき 第69回日本産科婦人科
学会学術講演会 広島市 2017/4/16

8
子宮内膜細胞診が診断の契
機となった子宮体部小細胞
癌の１例

筆頭演者 河合　要介 第58回日本臨床細胞学
会総会春期大会 大阪市 2017/5/28

9 当院産婦人科における漢方
薬の処方状況に関する調査 筆頭演者 河合　要介 第68回日本東洋医学会

学術総会 名古屋市 2017/6/4
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10
母児のファロー四徴候症よ
り22q11.2欠失症候群が疑
われた症例

筆頭演者 松尾　聖子 第41回日本遺伝カウン
セリング学会 東大阪市 2017/6/24

11 遺伝性と考えられた胎児徐
脈の周産期管理経験 筆頭演者 岡田真由美 第41回日本遺伝カウン

セリング学会 東大阪市 2017/6/24

12 当院における超緊急帝王切
開術の検討 筆頭演者 國島　温志 第105回愛知産科婦人

科学会学術講演会 名古屋市 2017/7/1 S

13
口唇口蓋裂の出生前診断に
おける胎児超音波スクリー
ニングの有用性と染色体異
常率についての検討

筆頭演者 河合　要介 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16

14
CTGのレベル別持続時間と
臍帯動脈血ガスpHとの関
連についての検討

筆頭演者 植草　良輔 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16 S

15 2児ともにRestrictive 
dermopathyを呈した一例 筆頭演者 矢吹　淳司 第53回日本周産期・新

生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16

16 妊娠中の不規則抗体と胎児
への影響に関する検討 筆頭演者 甲木　　聡 第53回日本周産期・新

生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16

17
妊娠中期に常位胎盤早期剥
離を繰り返した原発性アル
ドステロン症の1例

筆頭演者 松尾　聖子 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/17

18 妊娠28週まで無治療で経過
した無心体双胎の一例 筆頭演者 藤田　　啓 第53回日本周産期・新

生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/18

19 当院における卵巣の癌肉腫
12例の臨床的検討 筆頭演者 高野みずき 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/27

20 小腸悪性リンパ腫を術前診
断し得た子宮体癌の一例 筆頭演者 長尾有佳里 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/27

21
子宮頸部原発びまん性大細
胞型 B 細胞リンパ腫

（DLBCL）の1例
筆頭演者 河合　要介 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/27

22 当院における子宮頸癌に対
する腹腔鏡下手術の実際 筆頭演者 梅村　康太 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/29

23 病期や治療経過の異なる子
宮腺肉腫3例 筆頭演者 國島　温志 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/29 S

24
子宮頸癌に対する動注化学
療法併用放射線治療後16年
目に発症した子宮血管肉腫
の1例

筆頭演者 池田　芳紀 第59回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 熊本市 2017/7/29

25
初期卵巣癌に対する妊孕性
温存手術～拡大VS温存:傾
向スコアから用いた長期生
存解析の結果～

共同演者 河井　通泰 第59回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 熊本市 2017/7/29

26 保存的治療により救命でき
た臨床的羊水塞栓症の1例 筆頭演者 國島　温志 第40回日本母体胎児医

学会学術集会 高松市 2017/8/25 S

27 当院における中期人工妊娠
中絶の現状 筆頭演者 岡田真由美 第40回日本母体胎児医

学会学術集会 高松市 2017/8/26

28 当院における非妊娠時BMI
と周産期予後の考察 筆頭演者 藤田　　啓 第40回日本母体胎児医

学会学術集会 高松市 2017/8/26

29
子宮体癌に対する腹腔鏡下
手術～当院の手術成績と若
手医師教育～

筆頭演者 長尾有佳里 第57回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/7

30
Laparoscopic sentinel node 
mapping using indocyanine 
green for cervical cancer 

筆頭演者 Kota
Umemura

18th Annual congress 
of the Asia Pacifi c 
association for 
gynecologic endoscopy 
and minimally invasive 
therapy 

岡山市 2017/9/7
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31 当院における腹腔鏡下仙骨
膣固定術の成績とその工夫 筆頭演者 植草　良輔 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/7 S

32 腹腔鏡下蛍光ICG法の役
割、PAN郭清導入への道 筆頭演者 梅村　康太 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/8

33
Is the da Vinci system 
feasible for the uterine 
carcinoma?

筆頭演者 Mizuki
Takano

18th Annual congress 
of the Asia Pacifi c 
association for 
gynecologic endoscopy 
and minimally invasive 
therapy 

岡山市 2017/9/8

34
当院における緊急腹腔鏡下
手術の現状から見た今後の
課題～4年間165例の経験よ
り～

筆頭演者 河合　要介 第57回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/8

35
腹腔鏡下骨盤内リンパ節郭
清の進化～直腸癌側方郭清
から学ぶ～

筆頭演者 北見　和久 第57回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/9

36 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57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/9

37
豊橋式安全性と教育を両立
させる腹腔鏡下子宮全摘術

（TLH）
筆頭演者 高野みずき 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/9

38 子宮体癌における腹腔鏡下
傍大動脈リンパ節郭清術 筆頭演者 梅村　康太 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/9

39
妊娠高血圧症候群として搬
送されBasedow病合併妊娠
と診断した一例

筆頭演者 嶋谷　拓真
第38回日本妊娠高血圧
学会 総会・学術講演
会

熊本市 2017/9/22 S

40
当院40歳以上の超高年妊婦
におけるBMI別妊娠高血圧
発症頻度の検討

筆頭演者 岡田真由美
第38回日本妊娠高血圧
学会 総会・学術講演
会

熊本市 2017/9/22

41
当科におけるPosterior 
reversible encephalopathy 
syndrome（PRES）13例の
検討

筆頭演者 窪川　芽衣
第38回日本妊娠高血圧
学会 総会・学術講演
会

熊本市 2017/9/22 S

42 当院で経験した子癇発作23
例の検討 筆頭演者 甲木　　聡

第38回日本妊娠高血圧
学会 総会・学術講演
会

熊本市 2017/9/23

43
進行・再発子宮頸癌に対す
るBevacizumab併用療法の
検討～当院における奏効例
の経験～

筆頭演者 河合　要介 第55回日本癌治療学会
学術集会 横浜市 2017/10/22

44 当院におけるLEPおよびジ
ェノゲストの処方動向 筆頭演者 岡田真由美 第32回日本女性医学学

会学術集会 大阪市 2017/11/4・
11/5

45 思春期女性に発生した巨大
子宮頸管ポリープの1例 筆頭演者 河合　要介 第32回日本女性医学学

会学術集会 大阪市 2017/11/4・
11/5

46
癌性腹膜炎との鑑別に腹腔
鏡が有用であった大量腹水
を伴ったクラミジア腹膜炎
の1例

筆頭演者 河合　要介 日本性感染症学会第30
回学術大会 札幌市 2017/12/3

47 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡
下仙骨膣固定術の臨床成績 筆頭演者 國島　温志 第30回日本内視鏡外科

学会総会 京都市 2017/12/8 S

48 癒着症例における安全な尿
管･腸管確認､癒着剥離術 筆頭演者 梅村　康太 第30回日本内視鏡外科

学会総会 京都市 2017/12/9

49
子宮体癌における腹腔鏡下
傍大動脈リンパ節郭清術に
ついて

筆頭演者 梅村　康太 第30回日本内視鏡外科
学会総会 京都市 2017/12/9
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50
腹腔鏡下骨盤内リンパ節郭
清の進化－膜構造を意識し
て行うen bloc郭清－

筆頭演者 北見　和久 第30回日本内視鏡外科
学会総会 京都市 2017/12/9

51
早期子宮頚癌、体癌におけ
る腹腔鏡下センチネルリン
パ節同定・生検

筆頭演者 長尾有佳里 第30回日本内視鏡外科
学会総会 京都市 2017/12/9

52
腹腔鏡下広汎子宮全摘術　
膀胱子宮靱帯前層処理から
後層血管操作までのコツ

筆頭演者 高野みずき 第30回日本内視鏡外科
学会総会 京都市 2017/12/9

53 NIPT未導入の当院におけ
る羊水検査の動向 筆頭演者 岡田真由美

第3回日本産科婦人科
遺伝診療学会学術講演
会

淡路市 2017/12/16

＜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 医師
区分

1

Limited benefi t of electing 
to freeze all embryos for 
later transfer in the time-
lapse confi rmed single 
embryo transfer program

筆頭演者 Hisao Ando 第69回日本産科婦人科
学会学術講演会 広島市 2017/4/15

2
卵巣予備能低下子宮内膜症
性不妊症における高用量
HMG投与は成熟卵確保に
有効である

筆頭演者 矢吹　淳司 第69回日本産科婦人科
学会学術講演会 広島市 2017/4/15

3
不妊治療対象患者の体重指
導について～当院のデータ
を用いて～

筆頭演者 藤田　　啓 第16回日本不妊カウン
セリング学会学術集会 東京都 2017/6/2

4
AMH低値症例のARTにお
ける年齢群別の継続治療経
過の検討

筆頭演者 國島　温志 第58日本卵子学会学術
集会 宜野湾市 2017/6/3 S

5 採卵数1個の場合の予後は?
－20年間の成績より－ 筆頭演者 安藤　寿夫 第39回中部生殖医学会

学術集会 名古屋市 2017/6/24

6 受精数1個の場合の予後は?
－20年間の成績より－ 筆頭演者 尾瀬　武志 第39回中部生殖医学会

学術集会 名古屋市 2017/6/24 S

7
新鮮胚実施のための新規指
標の提案ならびに条件別検
討

筆頭演者 安藤　寿夫 第35回日本受精着床学
会総会・学術講演会 米子市 2017/7/20

8 当院で施行したARTにお
ける低AMH症例の検討 筆頭演者 國島　温志 第35回日本受精着床学

会総会・学術講演会 米子市 2017/7/20 S

9
当院20年間の成績からみた
少数採卵症例の予後につい
て

筆頭演者 尾瀬　武志 第20回日本IVF学会学
術集会 仙台市 2017/9/30 S

10
第一胚分割異常に着目した
定点長期モニタリング－報
告1A:背景因子・調節卵巣
刺激法について

筆頭演者 嶋谷　拓真 第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会 下関市 2017/11/16 S

11
第一胚分割異常に着目した
定点長期モニタリング－報
告1B:媒精法・エンブリオ
ロジーついて

筆頭演者 尾瀬　武志 第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会 下関市 2017/11/16 S

12

第一胚分割異常に着目した
定点長期モニタリング－報
告1C:高率異常分割を反復
した同一症例での変遷を中
心に

筆頭演者 安藤　寿夫 第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会 下関市 2017/11/16
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13

同一採卵周期に由来し異な
る胚移植周期を経て出生し
た同胞の出生体重ならびに
関連する生殖周産期の母児
経過についての検討

筆頭演者 植草　良輔 第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会 下関市 2017/11/16 S

14

A set of novel decision-
making indices to freeze 
all embryos or to continue 
fresh embryo transfers 
upon each condition in the 
individualized controlled 
ovarian stimulation cycles

筆頭演者 Hisao Ando

The 25th World 
Congress on 
Controversies 
in Obstetrics, 
Gynecology & 
Infertility(COGI)

Vienna 2017/12/1

＜眼科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1

The eff cacy of intravitreal 
anti-vascular endothelial 
growth factor therapy 
on age-related macular 
degeneration with asteroid 
hyalosis

筆頭演者 Ayana
Suzumura

17th EURETINA 
Congress Barcelona 2017/9/8 S

＜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 医師
区分

1 移植後IgA腎症再発予防に
対する扁摘の有効性の検討 筆頭演者 竹本　直樹 第35回日本耳鼻咽喉科

免疫アレルギー学会 旭川市 2017/4/13 S

2
ポリグリコール酸シートを
用いた外耳道基底細胞癌の
治療経験

筆頭演者 竹本　直樹 第118回耳鼻咽喉科学
会総会学術講演会 広島市 2017/5/18 S

3 経鼻胃管栄養剤としてのと
ろみ付き栄養剤の使用経験 筆頭演者 小澤泰次郎 第41回日本頭頸部癌学

会 京都市 2017/6/8

4 下咽頭に発症した尋常性天
疱瘡の1例 筆頭演者 山口　慎人

第30回日本口腔・咽頭
科学会 総会ならびに
学術講演会

金沢市 2017/9/8

5
中耳伝音系の違いに着目し
た耳小骨固着と耳硬化症の
差異についての聴覚医学的
検討

筆頭演者 山口　慎人 第27回日本耳科学会総
会学術講演会 横浜市 2017/11/23

＜皮膚科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1
前立腺癌の化学療法を契機
に発見され、イミキモドが
奏功したBowen病の一例

筆頭演者 森　章一郎 第280回日本皮膚科学
会東海地方会 名古屋市 2017/6/18 S

2
Bum Index 70の広範囲熱
傷に自家培養表皮ジェイス
を使用し良好な転帰を得た
一例

筆頭演者 恒川　真央 第280回日本皮膚科学
会東海地方会 名古屋市 2017/6/18 S

3
直腸癌切除後の創感染によ
る腹壁の欠損に対し大腿筋
膜張筋皮弁を行った1例

筆頭演者 山田　元人 第33回日本皮膚悪性腫
瘍学会学術大会 秋田市 2017/6/30

4 多発悪性円柱腫の1例 筆頭演者 森　章一郎 第33回日本皮膚悪性腫
瘍学会学術大会 秋田市 2017/7/1 S
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5
腎癌に対するnivolumab投
与後、両下肢遠心性環状紅
斑を呈した1例

筆頭演者 森　章一郎 第81回日本皮膚科学会
東部支部学術大会 郡山市 2017/9/23 S

6 コレステロール肉芽腫を伴
った基底細胞癌の1例 筆頭演者 森　章一郎 第68回日本皮膚科学会

中部支部学術大会 京都市 2017/10/7 S

7 膀胱癌を原発とした亀頭部
Paget現象の1例 筆頭演者 恒川　真央 第68回日本皮膚科学会

中部支部学術大会 京都市 2017/10/8 S

8 当科におけるnivolumab関
連皮膚障害のまとめ 筆頭演者 恒川　真央 第282回日本皮膚科学

会東海地方会 名古屋市 2017/12/3 S

＜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 医師
区分

1
根治的膀胱全摘後の患者に
おける、術後早期経口摂取
開始の有益性の検討

筆頭演者 内藤　祐志 第105回日本泌尿器科
学会総会 鹿児島市 2017/4/21

2
ロボットに負けない泌尿器
科手術－風圧と、Soft凝固
を用いたDVC、前立腺尖部
処理

筆頭演者 内藤　祐志 第105回日本泌尿器科
学会総会 鹿児島市 2017/4/22

3
去勢抵抗性前立腺癌150例
に対するエンザルタミドの
治療効果と有害事象の検討

筆頭演者 小嶋　一平 第105回日本泌尿器科
学会総会 鹿児島市 2017/4/22

4
当院における去勢抵抗性前
立腺癌に対するエンザルタ
ミド使用後のアビラテロン
の使用経験と治療効果

筆頭演者 河野　　悠 第105回日本泌尿器科
学会総会 鹿児島市 2017/4/22 S

5 当院におけるアキシチニブ
の使用経験 筆頭演者 寺島　康浩 第105回日本泌尿器科

学会総会 鹿児島市 2017/4/23

6
風圧と、Soft凝固を用いた
背静脈群（DVC）、前立腺尖
部処理法

筆頭演者 田中　篤史 第30回日本小切開・鏡
視外科学会 東京都 2017/6/2

7
膀胱ヘルニアを合併した前
立腺癌に対してRARPを施
行した1例

筆頭演者 山本　晃之 第31回日本泌尿器内視
鏡学会総会 徳島市 2017/11/16

8
当院におけるTULの治療成
績と合併症:アクセスシース
挿入を契機に発症した後腹
膜血腫

筆頭演者 小嶋　一平 第31回日本泌尿器内視
鏡学会総会 徳島市 2017/11/18

9
去勢抵抗性前立腺癌に対す
るカバジタキセルの治療効
果予測因子の検討

筆頭演者 内藤　祐志 第67回日本泌尿器科学
会中部総会 大阪市 2017/11/25

10 進行性腎細胞癌に対するパ
ゾパニブの使用経験 筆頭演者 寺島　康浩 第67回日本泌尿器科学

会中部総会 大阪市 2017/11/25

＜麻酔科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1
クリオプレシピテート導入
で、産科DICから妊婦を救
え!

筆頭演者 芝　朋加 第64回日本麻酔科学会
学術集会 神戸市 2017/6/10

2
頸部リンパ節転移にともな
う反復する起立性低血圧の
一例

筆頭演者 藤田　靖明 第22回日本緩和医療学
会学術大会 横浜市 2017/6/24
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＜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 医師
区分

1 腰椎椎間孔部狭窄症の手術
効果と神経伝導検査の関連 筆頭演者 石川　知志

第54回日本リハビリテ
ーション医学会学術集
会

岡山市 2017/6/10

＜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 医師
区分

1
多施設共同研究：1回2.25Gy
によるⅠ期声門癌の放射線
治療

共同演者 石原　俊一 日本医学放射線学会第
162回中部地方会 富山市 2017/7/9

2
放射線治療を施行した骨転
移患者の予後～10年前との
比較～

筆頭演者 石原　俊一 日本医学放射線学会第
162回中部地方会 富山市 2017/7/9

3
放射線治療を施行した骨転
移患者の予後～10年前との
比較～

筆頭演者 石原　俊一 日本放射線腫瘍学会第
30回学術大会 大阪市 2017/11/19

4
多施設集計によるⅠ期声門
癌の1回2.25Gyの放射線治
療の実態調査

共同演者 石原　俊一 日本放射線腫瘍学会第
30回学術大会 大阪市 2017/11/19

＜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 医師
区分

1 歯牙腫を疑った上顎臼歯部
に埋伏した歯内歯の1例 筆頭演者 大浦　珠理

第42回（公社）日本口腔
外科学会中部支部学術
集会

静岡市 2017/5/13 R

2
唾液腺原発腺様嚢胞癌:RAS
遺伝子異常の臨床病理学的
意義

共同演者 嘉悦　淳男 第41回日本頭頸部癌学
会 京都市 2017/6/8

3 耳下腺炎を伴った下顎枝部
下顎骨骨髄炎の1例 筆頭演者 足立　潤哉

第62回公益社団法人日
本口腔外科学会総会・
学術大会

京都市 2017/10/21 S

4
当院における周術期口腔機
能管理の実態調査と今後の
課題

筆頭演者 小笠原伯宏 第26回日本口腔感染症
学会総会･学術大会 豊橋市 2017/11/11 S

3
口唇口蓋裂を合併した14番
染色体長腕遠位部トリソミ
ー患児の麻酔経験

筆頭演者 中島　千尋
日本麻酔科学会東海・
北陸支部第15回学術集
会

名古屋市 2017/9/9 S

4
一時的下大静脈フィルター
を留置し重篤な肺血栓塞栓
症を回避できたが、フィル
ター回収に難渋した一例

筆頭演者 中島　千尋 日本臨床麻酔学会第37
回大会 東京都 2017/11/3 S

5
軟性気管支鏡を用いた気道
異物除去術における気道確
保の工夫

筆頭演者 佐野　逸郎 日本臨床麻酔学会第37
回大会 東京都 2017/11/4
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研究会発表（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 医師
区分

1 COPDの急性増悪について 筆頭演者 真下　周子 東三河の呼吸器疾患を
考える会 豊橋市 2017/6/12

2 ハイフローセラピーについ
て 筆頭演者 米田　一樹 東三学術講演会 豊橋市 2017/7/22

3
Non-Driver Mutation 
NSCLCに対するトータル
治療戦略を考える

共同演者 竹山　佳宏 Nagoya Lung Cancer 
Forum 名古屋市 2017/9/15

4
肺癌診療におけるキイトル
ーダファーストライン治療
について

筆頭演者 竹山　佳宏 三河　Lung Cancer 
Conference 安城市 2017/9/29

＜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 医師
区分

1 リンパ節転移を伴ったG1 
PNETの一例 筆頭演者 山本　和弘 第75回東海胆道研究会 名古屋市 2017/2/25

2 上部消化管拡大内視鏡診断
の実際 筆頭演者 山本　英子 第18回ESD研究会in愛

知 名古屋市 2017/4/13

3
当院における難治性腹水を
有する肝硬変患者の治療成
績

筆頭演者 山本　崇文 第95回東三河消化器疾
患研究所 豊橋市 2017/6/21

4 肝疾患における最近の治療
について 筆頭演者 内藤　岳人 豊橋若手研究会 豊橋市 2017/9/19

＜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 医師
区分

1 慢性完全閉塞病変の治療戦
略 Part 2 コメンテーター 成瀬　賢伸 第24回東海ライブ研究

会 豊橋市 2017/2/3

2 Live Demonstration #1 分
岐部病変に対する一例 コメンテーター 成瀬　賢伸 第32回 PICASSO 名古屋市 2017/6/10

3 これからの脂質管理を考え
る パネリスト 成瀬　賢伸 東三河 Hyperlipidemia 

Expert Meeting 豊橋市 2017/6/21

4 肺高血圧症を呈する肺気腫・
心房細動合併例について 筆頭演者 冨田　崇仁 第4回東三河肺高血圧

研究会 豊橋市 2017/11/10

5 Live Demonstration #2 
CPA蘇生後の固いACS ディスカッサー 成瀬　賢伸 第33回 PICASSO 名古屋市 2017/12/2

＜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 医師
区分

1 血糖自己測定の基礎と要点 筆頭演者 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2017/3/29

2 シックデイの管理の基本 筆頭演者 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2017/5/31

3 認知症合併高齢糖尿病の管
理例 筆頭演者 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2017/11/29
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＜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 医師
区分

1 認知症・症例提示 筆頭演者 岩井 克成 認知症画像診断研究会 豊橋市 2017/11/13

＜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 医師
区分

1
当院における高齢者
Ph+ALLに対するPonatinib
の使用経験

筆頭演者 小山　大輔 三河血液疾患診療ネッ
トワーク 知立市 2017/5/26

2
ループスアンチコアグラン
ト・低プロトロンビン血症
症候群の1例

筆頭演者 小山　大輔 三河血液疾患診療ネッ
トワーク 知立市 2017/9/29

3
指状嵌入樹状細胞肉腫に対
する化学療法後に濾胞性リ
ンパ腫を発症した1例

筆頭演者 梅村　晃史 第29回東海悪性リンパ
腫研究会 名古屋市 2017/10/7

＜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 医師
区分

1
一般演題
当院の急性虫垂炎に対する
腹腔鏡手術

筆頭演者 神谷　忠宏 第21回愛知内視鏡外科
研究会 名古屋市 2017/2/18

2
特別演題
安全な腹腔鏡下肝切除を目
指して

筆頭演者 青葉　太郎 第21回愛知内視鏡外科
研究会 名古屋市 2017/2/18

＜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 医師
区分

1
高度な動脈硬化を呈するド
ナー腎に対して長期のDGF
に苦慮した献腎移植症例

筆頭演者 長坂　隆治 第28回東海北陸腎不全
治療研究会 名古屋市 2017/3/18

2
HLA-C座のドナー特異的
HLA抗体陽性に行われた生
体腎移植症例

筆頭演者 長坂　隆治 第1回東海北陸HLA研
究会 名古屋市 2017/7/9

3
3DCT立体画像ガイドによ
り副甲状腺摘出手術の有用
性について

筆頭演者 長坂　隆治
第9回二次性副甲状腺
機能亢進症に対する
PTx研究会学術集会

徳島市 2017/10/21

4
術前局在診断を高めるため
のMPR画像､3D画像構築の
試み

筆頭演者 長坂　隆治
第9回二次性副甲状腺
機能亢進症に対する
PTx研究会学術集会

徳島市 2017/10/21

＜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 医師
区分

1 寛骨臼前壁骨折に対するア
プローチと固定法について 筆頭演者 三矢　　聡 第2回骨盤輪骨折・寛

骨臼骨折症例検討会 名古屋市 2017/1/27

2 上腕骨近位部粉砕骨折
（Neer 4 part）の手術療法 筆頭演者 三矢　　聡 第5回TOP 7 名古屋市 2017/5/27
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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 医師
区分

1 大腿骨骨髄炎を生じた
SAPHO症候群の2例 筆頭演者 岡田　裕也

第5回全三河リウマチ
研究会兼第49回東三河
リウマチ研究会

豊橋市 2017/3/11 S

2 当科の関節リウマチと骨粗
鬆症の薬物治療の現状報告 筆頭演者 平野　裕司

第5回全三河リウマチ
研究会兼第49回東三河
リウマチ研究会

豊橋市 2017/3/11

3 妊娠授乳後骨粗鬆症につい
て 筆頭演者 岡田　裕也 第7回三河骨粗鬆症研

究会 知立市 2017/3/25 S

4
当科におけるセルトリズマ
ブ・ペゴルのC-OPERA試
験組み入れ4症例の供覧

筆頭演者 平野　裕司 第50回東三河リウマチ
研究会 豊橋市 2017/5/27

5
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

筆頭演者 平野　裕司 第51回東三河リウマチ
研究会 豊橋市 2017/7/22

6
リウマチ例を除くステロイ
ド性骨粗鬆症に対するテリ
パラチド連日投与製剤の12
か月治療成績

筆頭演者 平野　裕司 第8回三河骨粗鬆症研
究会 豊橋市 2017/10/7

7 若年女性の骨粗鬆症の経験 筆頭演者 山田　梨紗 第8回三河骨粗鬆症研
究会 豊橋市 2017/10/7 S

8
リウマチ性多発筋痛症治療
とステロイドフリーの予測
因子について

筆頭演者 服部　恭典 第52回東三河リウマチ
研究会 豊橋市 2017/11/18

＜小児科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 Alport症候群 筆頭演者 田中　一樹 第8回中堅医のための
小児腎勉強会 高槻市 2017/2/25

2 10年間化学療法を続けてい
る視神経膠腫の一例 筆頭演者 伊藤　　剛 第72回東海小児がん研

究会 名古屋市 2017/9/9

＜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 医師
区分

1 子宮頸癌に対するロボット
支援手術 筆頭演者 梅村　康太 第5回日本婦人科ロボ

ット手術研究会 東京都 2017/2/18

2 pH<7.1の胎児心拍モニタリ
ングを振り返る 筆頭演者 國島　温志 平成29年度周産期医療

従事者研修会 豊橋市 2017/3/2 S

3
婦人科悪性腫瘍に対する腹
腔鏡下手術～骨盤リンパ節
郭清を中心として～

筆頭演者 梅村　康太 第27回骨盤外科機能温
存研究会 東京都 2017/6/10

4 サルコーマカンファレンス
症例提示 筆頭演者 國島　温志 サルコーマカンファレ

ンスin愛知 名古屋市 2017/9/1 S

5 当院における腹腔鏡下子宮
体癌根治術の検討 筆頭演者 北見　和久 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

6
早期子宮頸癌に対する腹腔
鏡下広汎子宮全摘術の治療
成績　開腹手術との比較検
討

筆頭演者 高野みずき 第18回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14
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7 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡
下仙骨膣固定術について 筆頭演者 尾瀬　武志 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14 S

8 子宮悪性腫瘍手術に対する
ロボット支援手術 筆頭演者 窪川　芽衣 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14 S

9 子宮体がんに対する腹腔鏡
下悪性腫瘍手術の検討 筆頭演者 國島　温志 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14 S

10 腹腔鏡下子宮筋腫核出術の
治療成績と周産期予後 筆頭演者 長尾有佳里 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

11 腹腔鏡下にて診断・治療し
た希少部位妊娠の検討 筆頭演者 甲木　　聡 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

12
異所性妊娠の診断における
pitfall～異所性妊娠を誤診
しないために～

筆頭演者 河合　要介 第18回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

13 当院における腹腔鏡下子宮
全摘術（TLH）について 筆頭演者 嶋谷　拓真 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

14
子宮体癌における腹腔鏡下
傍大動脈リンパ節摘出につ
いて

筆頭演者 梅村　康太 第18回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

15
子宮頸癌､子宮体癌におけ
る術後下肢リンパ浮腫につ
いて

筆頭演者 北見　和久 第11回がんのリンパ浮
腫研究会 豊橋市 2017/11/25

16
子宮頸癌、子宮体癌術後の
下肢リンパ浮腫における治
療後1年時点でのCT評価

筆頭演者 窪川　芽衣 第11回がんのリンパ浮
腫研究会 豊橋市 2017/11/25 S

17
当科から大学病院へリンパ
管吻合術を依頼した婦人科
術後下肢リンパ浮腫症例に
ついて

筆頭演者 長尾由佳里 第11回がんのリンパ浮
腫研究会 豊橋市 2017/11/25

＜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 医師
区分

1
受精卵1個の採卵周期の予
後について－当院の20年間
の成績より－

筆頭演者 尾瀬　武志 第16回生殖バイオロジ
ーシンポジウム 東京都 2017/9/3 S

＜眼科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 眼内レンズ強膜内固定術の
術式別成績 筆頭演者 水野　友広 東三河眼科研究会 豊橋市 2017/10/19

2
開放性眼外傷における眼球
破裂症例の患者背景と眼内
レンズ脱出症例の術後視力

筆頭演者 鈴村　文那 東三河眼科研究会 豊橋市 2017/12/14 S

＜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 医師
区分

1
多施設共同研究　－第3報
I期声門癌の1回2.25Gyによ
る放射線治療の実態調査

共同演者 石原　俊一 第34回東海頭頚部腫瘍
研究会 名古屋市 2017/2/18

2 漿膜下子宮筋腫茎捻転の1
症例 筆頭演者 山田　剛大 名古屋レントゲンカン

ファランス 名古屋市 2017/9/2
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座長・司会（医局）
＜総合内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 司会 子宮がんに対する最新の治
療法について 鳥居　俊男 第65回豊橋市民病院健

康教室 豊橋市 2017/2/18

2 司会 肝臓病について　－肝炎か
ら肝がんまで－ 鳥居　俊男 第66回豊橋市民病院健

康教室 豊橋市 2017/9/9

＜呼吸器内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 一般講演
COPDの急性増悪について 菅沼　伸一 東三河の呼吸器疾患を

考える会 豊橋市 2017/6/12

2 座長 特別講演
COPDの薬物治療の新展開 菅沼　伸一 東三河の呼吸器疾患を

考える会 豊橋市 2017/6/12

3 座長
EGFR変異陽性肺癌の治療
戦略～名大病院における再
生検の現状を含めて～

竹山　佳宏 東三河呼吸器疾患懇話
会 豊橋市 2017/6/30

4 座長 一般演題 竹山　佳宏 Mikawa Lung Cancer 
Conference 知立市 2017/7/7

5 座長
一般演題
ハイフローセラピーについ
て

菅沼　伸一 東三学術講演会 豊橋市 2017/7/22

6 座長 特別講演
肺高血圧症と呼吸不全 菅沼　伸一 東三学術講演会 豊橋市 2017/7/22

7 座長 基調講演
NSCLC治療の最新情報 竹山　佳宏

Lung Cancer Top 
Level Meeting
in TOYOHASHI
－Novel therapeutic 
strategies targeting 
the ErbB family－

豊橋市 2017/11/2

8 座長
特別講演
実地診療におけるジオトリ
フの使い方

菅沼　伸一

Lung Cancer Top 
Level Meeting
in TOYOHASHI
－Novel therapeutic 
strategies targeting 
the ErbB famil－

豊橋市 2017/11/2

＜消化器内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 当院における潰瘍性大腸炎
の治療戦略 岡村　正造 東三河地区リアルダ発

売記念講演会 豊橋市 2017/1/21

2 座長
透析患者さんのC型肝炎治
療の重要性
当院におけるC型慢性肝炎
治療の現状

浦野　文博 豊橋肝・腎連携セミナ
ー 豊橋市 2017/3/23

3 座長
一般演題
当院における難治性腹水を
有する肝硬変患者の治療成
績

内藤　岳人 第95回東三河消化器疾
患研究会 豊橋市 2017/6/21

4 座長
特別講演
肝炎ウイルス制御時代の肝
疾患診療：栄養・肝線維化
を考える

浦野　文博 第95回東三河消化器疾
患研究会 豊橋市 2017/6/21



－ 218 －

5 座長 一般演題
大腸② 山田　雅弘 日本消化器病学会東海

支部第126回例会 岐阜市 2017/6/24

6 司会

一般講演
上腹部 DynamicCT におい
てイオメロン注 135ml が有
用であった症例

（案）当院における造影検
査のリスクマネジメント
特別講演
上腹部画像診断の最新ピッ
トホール

浦野　文博 東三河腹部画像研究会 豊橋市 2017/8/29

7 座長 特別講演
腸内フローラと慢性便秘症 山田　雅弘 東三学術講演会 豊橋市 2017/9/20

8 座長 一般演題
消化器8 松原　　浩 第233回内科学会東海

地方会 岐阜市 2017/10/29

9 座長
特別講演
地域医療連携を生かした膵
癌早期診断

松原　　浩 膵癌早期診断豊橋プロ
ジェクト発足記念講演 豊橋市 2017/11/6

10 座長 胆② 松原　　浩 日本消化器病学会東海
支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11

11 座長 十二指腸③ 山本　英子 日本消化器病学会東海
支部第127回例会 名古屋市 2017/11/11

12 司会 チーム医療院内感染対策 浦野　文博 第270回ICD講習会 豊橋市 2017/11/12

13 座長
一般講演
当院におけるエルバスビル
/グラゾプレビルの治療成
績について

内藤　岳人 第14回豊橋肝臓フォー
ラム 豊橋市 2017/11/15

14 座長
特別講演
IFNフリー時代のC型肝炎治
療－特にSpecial Population
に着目して－

浦野　文博 第14回豊橋肝臓フォー
ラム 豊橋市 2017/11/15

15 座長
シンポジウム2
胆膵内視鏡関連手技の工夫
と進歩

松原　　浩 第60回日本消化器内視
鏡学会東海支部例会 岐阜市 2017/11/18

＜循環器内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
特別講演
心房細動と認知症～超高齢
社会における脳梗塞・認知
症予防戦略

成瀬　賢伸 豊橋内科医会研修会 豊橋市 2017/2/9

2 座長 特別講演
当院における肺高血圧診療 成瀬　賢伸 第三回東三河PHカン

ファレンス 豊橋市 2017/2/17

3 座長
Special Lecture
循環器専門医が期待する心
イベントリスク軽減を目指
した糖尿病治療

成瀬　賢伸 Current Diabetes 
Meeting 豊橋市 2017/4/25

4 座長 OCT/IVUS/FFR 成瀬　賢伸 第37回CVIT東海北陸
地方会 名古屋市 2017/5/13

5 座長

第二講演
実臨床におけるDOACのベ
ネフィット～リアルワール
ドエビデンスは我々に何を
教えてくれるのか～

成瀬　賢伸 東三学術講演会 豊橋市 2017/5/17
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6 座長

講演Ⅰ
家庭血圧から高血圧を考え
る
講演Ⅱ
虚血心筋保護とMuse細胞

大野　　修 高血圧最新医療セミナ
ー 豊橋市 2017/5/23

7 座長
一般講演
在宅療養継続のために患
者・家族とともにおこなう
心不全管理

成瀬　賢伸 第7回　心不全　水利
尿薬　勉強会 豊橋市 2017/6/6

8 座長 特別講演
肺高血圧症の診断と治療 大野　　修 豊橋肺高血圧症セミナ

ー 豊橋市 2017/6/29

9 座長
特別講演
心房細動治療の現状～アブ
レーションを中心に～

成瀬　賢伸 不整脈　UP-to-Date　
セミナー 豊橋市 2017/9/12

10 座長
特別講演
肺動脈圧を下げるには～病
態や基礎疾患に応じた治療
戦略～

成瀬　賢伸 第4回東三河肺高血圧
研究会 豊橋市 2017/11/10

11 司会 チーム医療院内感染対策 大野　　修 第270回ICD講習会 豊橋市 2017/11/12

12 座長
講演Ⅱ
～心臓の立場から～ DES
植え込み患者の消化管出血
対策

成瀬　賢伸
抗血栓薬と消化管障害
update
～新時代に対応した選
択～

豊橋市 2017/11/28

13 座長
特別講演
心機能低下例における心不
全増悪期治療戦略

成瀬　賢伸 東三河地区循環管理セ
ミナー 豊橋市 2017/12/5

＜腎臓内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
特別講演
自己免疫疾患の診断と治療
update

山川　大志 東三河膠原病セミナー
2017 豊橋市 2017/1/20

＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 内分泌性高血圧を診療する
際に気を付けること 山守　育雄 第66回東三河内分泌疾

患談話会 豊橋市 2017/5/13

2 座長
基礎インスリン製剤と併用
するGLP-1受容体作動薬
～Lixisenatideの特徴をい
かす～

山守　育雄 豊橋内科医会研修会 豊橋市 2017/6/22

3 座長
Weekly DPP-4阻害薬は患
者と医師にとってWin-Win
な治療選択肢である

山守　育雄 愛知インクレチン研究
会 豊橋市 2017/10/11

4 座長
糖尿病性腎症重症化予防に
おける埼玉県の取組と治療
中断を防ぐための薬剤選択

山守　育雄 第4回Diabetes Forum 
in東三河 豊橋市 2017/11/13
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＜血液・腫瘍内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
一般演題
悪性リンパ腫の診断と治療
に苦慮した症例

倉橋　信悟 第28回東海悪性リンパ
腫研究会 名古屋市 2017/3/11

2 司会

Bortezomib with 
lenalidomide and 
dexamethasone versus 
lenalidomide and 
dexamethasone alone 
in patients with newly 
diagnosed myeloma 
without intent for 
immediate autologous 
stem-cell transplant（SWOG 
S0777）:a randomised, open-
label, phase 3 trial

杉浦　　勇
第22回 Nagoya 
Myeloma Working 
Group

名古屋市 2017/5/24

3 司会

Lenalidomide,bortezomib,  
and dexamethasone 
combination therapy 
in patients with newly 
diagnosed multiple 
myeloma

杉浦　　勇
第22回 Nagoya 
Myeloma Working 
Group

名古屋市 2017/5/24

4 座長 The Role of Daratumumab 
for Multiple Myeloma 杉浦　　勇 第19回東海骨髄腫フォ

ーラム 名古屋市 2017/10/25

5 座長

当院における再発難治多発
性骨髄腫に対する
elotuzumabの使用経験
当院における再発難治多発
性骨髄腫の治療方針

杉浦　　勇
Multiple Myeloma 
Expert Seminar in 
Nagoya

名古屋市 2017/7/25

6 座長
The Role of New Agents 
in the Treatment for 
Multiple Myeloma

杉浦　　勇
Meet The Expert 
Multiple Myloma in 
Nagoya

名古屋市 2017/7/26

＜一般外科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 救急･その他 山口　直哉 第47回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2017/2/11

2 座長 乳腺 吉原　　基 第293回東海外科学会 名古屋市 2017/4/16

3 座長
特別講演
今どきの緩和ケア・在宅医
療

平松　和洋 第59回豊橋がん診療フ
ォーラム 豊橋市 2017/5/18

4 座長 膵臓（Ⅰ） 青葉　太郎 第48回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2017/7/17

＜肛門外科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 ポスターセッション
直腸－肛門・症例 柴田　佳久 第117回日本外科学会

定期学術集会 横浜市 2017/4/28
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＜移植外科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 感染症（ポスター） 長坂　隆治 第50回日本臨床腎移植
学会 神戸市 2017/2/16

＜リウマチ科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 RAに伴う骨代謝異常とそ
の対策 平野　裕司

RA Total 
Management Seminar 
In Nagoya vol.4

名古屋市 2017/3/2

2 座長 関節エコーを用いたT2Tの
実践 平野　裕司 東三河　RA関節エコ

ーセミナー 豊橋市 2017/3/18

3 座長
骨粗鬆症治療の新時代～ア
ンメットニーズの解消をめ
ざす～

平野　裕司 第7回三河骨粗鬆症研
究会 知立市 2017/3/25

4 座長 Workshop 64 RAの手術:上
肢 平野　裕司 第61回日本リウマチ学

会総会・学術集会 福岡市 2017/4/22

5 座長 リウマチ医としてやってき
たこと、今やっていること 平野　裕司 第5回三河Orthopaedic 

Rheumatology研究会 名古屋市 2017/7/1

6 総合司会 一般演題4演題+パネルデ
ィスカッション 平野　裕司 RA Nurse Seminar 豊橋市 2017/7/15

7 座長
バイオ製剤使用患者に対す
る看護の現状と今後の課題
～当院におけるアンケート
結果から～

平野　裕司
Biologics Users' Forum
～チーム医療を考える
会～

名古屋市 2017/7/29

8 座長 関節リウマチ診療における
関節エコーの役割について 平野　裕司

三遠リウマチカンファ
レンス～ふだん聞けな
い関節リウマチの話～

豊橋市 2017/9/2

9 総合司会 関節リウマチフォーラム 
in　豊橋 平野　裕司 関節リウマチフォーラ

ム in　豊橋 豊橋市 2017/9/30

10 座長 一般演題24　骨粗鬆症 平野　裕司
第129回　中部日本整
形外科災害外科学会・
学術集会

富山市 2017/10/6

11 座長 クリニックにおけるリウマ
チ診療 平野　裕司 第5回愛知DMARDs研

究会 名古屋市 2017/10/14

12 総合司会 東三河RAコメディカルセ
ミナー 平野　裕司 東三河ＲＡコメディカ

ルセミナー 豊橋市 2017/10/23

13 座長
関節エコーがこれまでに示
してきたエビデンスと今後
の展望について

平野　裕司 第4回三河関節エコー
研究会 名古屋市 2017/11/25

14 座長 高齢者RAの治療戦略 平野　裕司 高齢者のRA治療を考
える会 豊橋市 2017/11/29

15 座長
関節エコーを用いた乾癬性
関節炎の早期診断～リウマ
チ医と皮膚科医の連携を含
めて～

平野　裕司 豊橋PsAセミナー　
2017 豊橋市 2017/12/6

16 座長 当院でのSeckinumabの使
用経験 平野　裕司 豊橋PsAセミナー　

2017 豊橋市 2017/12/6

17 座長 関節リウマチ治療における
IL-6阻害の重要性 平野　裕司 第8回東三河アクテム

ラカンファランス 豊橋市 2017/12/9
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＜脊椎外科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
腰痛と神経障害性疼痛の最
近の知見～慢性疼痛を中心
に～

吉原　永武 東三学術講演会 豊橋市 2017/7/19

＜小児科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
特別講演2
熱性けいれん診療ガイドラ
イン2015の活用方法

相場　佳織 第185回 東三河小児科
医会 学術講演会 豊橋市 2017/2/18

2 司会 愛知県周産期医療従事者研
修会 小山　典久

平成28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 2017/3/2

3 座長

特別講演1
新生児医療 この20年の反
省～当時最先端医療として
教わった概念は全て間違い
だった～

杉浦　崇浩
第187回 東三河小児科
医会 総会・学術講演
会

豊橋市 2017/5/20

4 座長 胎児・新生児（輸血） 小山　典久 第27回日本産婦人・新
生児血液学会 福島市 2017/6/6

5 座長
シンポジウム13
新生児輸血　残された課題
－分割製剤TF－

小山　典久 第65回日本輸血・細胞
治療学会総会 千葉市 2017/6/24

6 座長 血液2 小山　典久 第62回日本新生児成育
医学会・学術集会 さいたま市 2017/10/13

＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
特別講演
子宮頸癌の治療～安全に治
療するために～

河井　通泰
第五回三河地区産婦人
科フォーラム 愛知県
産婦人科医会第1回学
術研修会（三河地区）

豊橋市 2017/5/20

2 座長
基調講演
アバスチンを用いた卵巣癌
に対する新たな治療戦略

河井　通泰 三河アバスチン適正使
用カンファレンス 安城市 2017/6/7

3 座長
一般講演
エクオール投与による更年
期症状の改善例について

岡田真由美
愛知県産婦人科医会第
7回学術研修会（三河
地区）

豊橋市 2017/12/2

＜産婦人科（生殖医療）＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長

子宮腺筋症を中心とした子
宮内膜症の治療成績
子宮腺筋症を中心としたホ
ルモン療法
一般（non-ART）病院にお
ける子宮内膜症（含子宮腺
筋症）の薬物療法の現状

安藤　寿夫 第五回三河地区産婦人
科フォーラム 豊橋市 2017/5/20
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2 座長
望ましい凍結融解・胚移植
法～理想的な着床条件とは
何か、黄体ホルモン補充を
中心として～

安藤　寿夫 第62回日本生殖医学会
学術講演会・総会 下関市 2017/11/16

＜放射線科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長 教育講演3
直腸肛門管癌 石原　俊一 日本放射線腫瘍学会　

第30回学術大会 大阪市 2017/11/17

＜歯科口腔外科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
講演1
私の口腔外科臨床－顎骨外
科を中心に－

嘉悦　淳男 第21回東三河病院歯科
口腔外科懇話会 豊橋市 2017/6/7

2 座長 ポスター12
悪性腫瘍その他2 嘉悦　淳男

第62回公益社団法人日
本口腔外科学会総会・
学術大会

京都市 2017/10/20

3 座長

特別講演
歯周病関連細菌
Porphyromonas gingivalis
のもつ線毛の新しい構造モ
デルと機能

嘉悦　淳男 第26回日本口腔感染症
学会総会・学術大会 豊橋市 2017/11/11
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講　　演（医局）
＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 当院における潰瘍性大腸炎の
治療戦略 山田　雅弘 東三河地区リアルダ発売記念

講演会 豊橋市 2017/1/21

2 平成28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29年度医療機関胃がん検

診講習会 豊橋市 2017/2/18

3 当院における大腸憩室出血の
治療成績 山本　崇文 豊橋内科医会研修会 豊橋市 2017/2/23

4 当院におけるC型慢性肝炎治
療の現状 内藤　岳人 豊橋肝･腎連携セミナー 豊橋市 2017/3/23

5 当院の胃癌診療について 山本　英子 NAGOYA GI CHANNEL 豊橋市 2017/5/17

6 クローン病診療の実際 山田　雅弘
炎症性腸疾患研究会
～ステラーラ®効能追加講演
会～

名古屋市 2017/7/15

7 上部消化管疾患の診療につい
て 坂巻　慶一 豊橋内科医会研修会 豊橋市 2017/8/24

8
当院におけるエルバスビル/グ
ラゾプレビルの治療成績につ
いて

高田　善久 第14回豊橋肝臓フォーラム 豊橋市 2017/11/15 S

＜腎臓内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 当科で経験した強皮症の1例 野村　理恵 東三河膠原病セミナー2017 豊橋市 2017/1/20

＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 知っておきたい糖尿病のあん
なこと、こんなこと 山守　育雄 糖尿病市民公開講座 豊橋市 2017/2/11

2 低血糖から患者を守る－安全
な糖尿病治療を目指して－ 山守　育雄 清洲会議～春の陣～ 清須市 2017/5/27

3 高齢の糖尿病患者をどう支え
るか 山守　育雄 東三河北部医療圏多職種研修

会講演会 新城市 2017/10/28

＜血液・腫瘍内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1
多発性骨髄腫の新たな治療戦
略－当院におけるカイプロリ
スの使用経験－

杉浦　　勇 静岡西部カイプロリス発売記
念講演会 浜松市 2017/2/10

2 成人Ph+ALLの移植適応 杉浦　　勇 Ph+ALL Seminar in Nagoya 名古屋市 2017/3/17

3 Ph+ALLの新たな治療戦略 杉浦　　勇 Ph+ALL Seminar in Shizuoka 静岡市 2017/4/12

4
Ph+ALLに対するTKI導入同
種幹細胞移植の確立と今後の
課題

杉浦　　勇 血液疾患 Update in Nagoya 名古屋市 2017/4/14



－ 225 －

5 当院における臨床研究支援体
制 杉浦　　勇 第59回豊橋がん診療フォーラ

ム 豊橋市 2017/5/18

6
Carfi lzomib, Lenalidomide, 
and Dexamethasone KRd療法
について

杉浦　　勇 第22回 Nagoya Myeloma 
Working Group 名古屋市 2017/5/24

7 多発性骨髄腫の最新治療戦略 杉浦　　勇 名古屋南骨髄腫学術講演会 名古屋市 2017/7/12

8 Ph+ALLの治療戦略 杉浦　　勇 BMS Hematological Expert 
Seminar 東京都 2017/11/2

9 多発性骨髄腫の最近の治療 杉浦　　勇 愛知県病院薬剤師会東三河支
部学術講演会 豊橋市 2017/12/21

＜一般外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 当院で術前化学療法を行った
大腸癌5例の経験 神谷　忠宏 Surgical Oncology Seminar In 

Mikawa 安城市 2017/9/8

＜移植外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 自分の生活規律を見直そう!
（自宅血圧測定、睡眠表、etc） 長坂　隆治 第112回移植セミナー 豊橋市 2017/3/5

2 初心にもどって腎移植者の健
康管理を考えよう 長坂　隆治 第5回ドレミの会 長久手市 2017/11/12

＜整形外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 人工股関節の臼蓋骨移植につ
いて 山内　健一 第355回東三河整形外科医会 豊橋市 2017/5/25

2 骨・軟部組織欠損を伴う下腿
開放骨折の治療 三矢　　聡 Tokai master fracture and 

wound management seminar 名古屋市 2017/9/16

3
軟部組織トラブルの多い足関
節部骨折に対する治療オプシ
ョン　－創外固定と皮弁－

三矢　　聡 第358回東三河整形外科医会 豊橋市 2017/10/25

＜リウマチ科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1
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 ステロイド性骨粗鬆症学術講
演会 出雲市 2017/1/19

2 関節リウマチの診断～関節エ
コーの役割を含めて～ 平野　裕司 美濃加茂関節リウマチ研修会 美濃加茂市 2017/1/26

3 呼吸器障害を考慮した関節リ
ウマチの薬物治療 平野　裕司 第11回臨床リウマチ研究会

～リウマチ医の診る肺障害～ 名古屋市 2017/2/1

4 トシリズマブの大関節破壊抑
制効果 平野　裕司 第6回整形外科アクティブカン

ファレンス 東京都 2017/2/4

5
インフリキシマブ増量の意義
と実践～関節リウマチの経験
から～

平野　裕司 第9回東三河皮膚疾患談話会 豊橋市 2017/2/9
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6 臨床データから考えるトシリ
ズマブ有効利用マニュアル 平野　裕司 第3回静岡西部IL-6阻害剤アク

ティブカンファレンス 浜松市 2017/3/9

7 関節リウマチの患者背景より考
えるcsDMARDsの使いどころ 平野　裕司 DMARDs Conference 

Seminar in 呉西 高岡市 2017/3/15

8
関節リウマチに対するセルト
リズマブペゴルの使用経験か
らの考察

平野　裕司 関節リウマチWEBシンポジウ
ム 豊橋市 2017/3/30

9
整形外科リウマチ専門医が考
える関節リウマチを中心とし
たRheumatology

平野　裕司 第13回城北整形外科フォーラ
ム学術講演会 大阪市 2017/4/1

10 関節リウマチの患者背景より考
えるcsDMARDsの使いどころ 平野　裕司 大阪臨床整形外科医会研修会 大阪市 2017/5/13

11 呼吸器障害を考慮した関節リ
ウマチの薬物治療 平野　裕司 第1回東濃地区関節リウマチセ

ミナー 多治見市 2017/5/25

12 合併症を考慮した現代の関節
リウマチ診療 平野　裕司 第4回鳥取県東部関節リウマチ

セミナー 鳥取市 2017/5/26

13
関節リウマチの診断と治療～
関節エコ、メトトレキサート、
抗TNF療法～

平野　裕司 第4回萩市リウマチを語る会 萩市 2017/6/9

14
当科における関節リウマチの
生物学的製剤の使い分けの実
際

平野　裕司 リウマチ治療セミナー 名古屋市 2017/6/30

15 ステロイド性骨粗鬆症と関節
リウマチの骨粗鬆症 平野　裕司 山口ステロイド性骨粗鬆症･乾

癬性関節炎を考える会 山口市 2017/7/5

16 合併症を考慮した現代の関節
リウマチ診療 平野　裕司 Niigata Meet the Expert 新潟市 2017/7/7

17 呼吸器障害を考慮した関節リ
ウマチの薬物治療 平野　裕司 第46回日本リウマチの外科学

会 仙台市 2017/8/25

18 高齢関節リウマチ患者の生物
学的製剤治療 平野　裕司 Real World RA Seminar 2017 

in TOKAI 名古屋市 2017/8/26

19
臨床データから考える関節リ
ウマチにおけるIL-6阻害療法
の有効利用マニュアル

平野　裕司 運動器疾患/骨・関節フォーラ
ム 大阪市 2017/9/16

20 ステロイド性骨粗鬆症の臨床
徴候、病態、治療 平野　裕司 東三学術講演会 豊橋市 2017/10/4

21 ステロイド性骨粗鬆症の臨床
徴候、病態､治療 平野　裕司 第13回愛知県抗サイトカイン

療法研究会 名古屋市 2017/10/12

22
日本人の臨床データから考え
るアダリムマブの効果的な使
用法

平野　裕司 日本人エビデンスから見たRA
治療を考える会 浜松市 2017/10/28

23
関節リウマチの骨粗鬆症に対す
るデノスマブ治療～Tsurumai 
Biologics Communication 
Registry -BONEより～

平野　裕司 RA領域適応追加講演会～デノ
スマブを再考する～ 名古屋市 2017/11/2

24 ステロイド性骨粗鬆症と関節
リウマチの骨粗鬆症 平野　裕司 第4回西尾張骨粗鬆症の会 一宮市 2017/11/11

25
関節リウマチの診断と治療～
関節エコー、メトトレキサー
ト、抗TNF療法～薬物治療の
実際

平野　裕司 リウマチ診療の輪　in　知立 知立市 2017/11/16

26 当院でのSeckinumabの使用経
験 服部　恭典 豊橋PaAセミナー　2017 豊橋市 2017/12/6

27 高齢関節リウマチ患者の生物
学的製剤治療 平野　裕司 第4回高山リウマチフォーラム 高山市 2017/12/7
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28
トシリズマブ効果不十分例に
対するcsDMARDsを追加併用
した検討

服部　恭典 第8回東三河アクテムラカンフ
ァレンス 豊橋市 2017/12/9

29
当科における関節リウマチの
生物学的製剤の使い分けの実
際

平野　裕司 宮崎膠原病リウマチ治療研究
会 宮崎市 2017/12/13

＜脊椎外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 腰椎疾患の診かた・考え方 吉原　永武 疼痛診察セミナー　in東三河 蒲郡市 2017/11/16

＜小児科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 児童虐待の早期発見 小山　典久 児童虐待予防研修会 豊橋市 2017/2/16

2
2016年の新生児統計　「新生
児医療センター入院症例の報
告」

幸脇　正典 平成28年度周産期医療従事者
研修会 豊橋市 2017/3/2

3 症候性低血糖症例　－4例から
学んだこと－ 野村　幸伸 平成28年度周産期医療従事者

研修会 豊橋市 2017/3/2

4 災害時の周産期医療対策 －愛
知県の対応の現状－ 小山　典久 平成28年度周産期医療従事者

研修会 豊橋市 2017/3/2

5 新生児蘇生法講習会（NCPR）
について 杉浦　崇浩 平成28年度周産期医療従事者

研修会 豊橋市 2017/3/2

6
乳幼児期にかかりやすい病気
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 2017/6/27

7 豊橋市民病院の周産期医療と
小児在宅医療 幸脇　正典 平成29年度東三河小児在宅医

療講習会 豊橋市 2017/9/10

8 赤ちゃんのリハビリに役立つ
基礎知識・豆知識 杉浦　崇浩 赤ちゃんリハビリテーション

研修会 豊橋市 2017/12/16

9
小児死亡の死因究明における
課題　－虐待による死亡を予
防するために－

小山　典久 名古屋地方検察庁虐待検討会 名古屋市 2017/4/11

＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 子宮頸癌検診について 河井　通泰 平成29年医療機関子宮頸がん/
子宮体がん検診講習会 豊橋市 2017/2/14

2 2016年の産科統計「当院の分
娩、母体搬送の報告」 岡田真由美 平成29年度周産期医療従事者

研修会 豊橋市 2017/3/2

3 婦人科がんセミナーOpening 
Remarks 河井　通泰 婦人科がんセミナー in 

Nagoya 名古屋市 2017/5/12

4 アバスチン適正使用について 河合　要介 三河アバスチン適正使用カン
ファレンス 安城市 2017/6/7

5
子宮体癌に対する腹腔鏡手術
の普及に向けて～婦人科腫瘍
医のためのTips～

梅村　康太 第59回日本婦人科腫瘍学会 内
視鏡ハンズオンセミナー 熊本市 2017/7/29
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6 タイムトライアル　トレーニ
ング 高野みずき 第3回豊橋市民病院外科系腹腔

鏡スキルアップセミナー 豊橋市 2017/8/5

7

産婦人科診療ガイドライン　
婦人科外来編2017　伝達講習
会
感染症および内分泌･不妊領域
について

河井　通泰
平成29年度日本医師会生涯教
育講座第5回学術研修会
第2回平成29年度母体保護法指
定医師講習会

名古屋市 2017/8/19

8

パネルディスカッション　こ
んな時どうする?～オープンデ
ィスカッション～
卵巣癌と子宮頸癌に対するク
リニカルクエスチョンから

河合　要介 Nagoya Gynecologic Cancer 
Forum 名古屋市 2017/10/13

9
婦人科悪性腫瘍手術における
癒着防止吸収性バリア・アドス
プレー®の使用経験

梅村　康太
第18回東海産婦人科内視鏡手
術研究会　イブニングセミナ
ー

名古屋市 2017/10/14

10
当院における当直明け勤務に
ついて　処置の休日加算1、時
間外加算1及び深夜加算1

岡田真由美
平成29年度公的病院院長なら
びに産婦人科部長と本会役員
との懇談会

名古屋市 2017/11/18

11 下肢リンパ浮腫を予防可能な
最新婦人科手術療法 梅村　康太 第11回がんのリンパ浮腫研究

会 豊橋市 2017/11/25

＜産婦人科（生殖医療）＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 新鮮胚移植はやめるべきでは
ない 安藤　寿夫 第13回東海ARTカンファレン

ス 名古屋市 2017/2/26

2 全受精卵タイムラプス
since2007 安藤　寿夫 ソフィアARTグループ研究会 町田市 2017/11/11

3 周産期異常の謎を読み解き、
幸多き凍結融解・胚移植法へ 安藤　寿夫 第62回日本生殖医学会学術講

演会・総会 下関市 2017/11/16

＜歯科口腔外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1
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 愛知県保険医協会地区講演会 豊橋市 2017/2/9

2 緩和ケアにおける口腔ケアの
重要性と医科歯科連携 白水　敬昌 医療法人光生会　光生会病院

院内講演会 豊橋市 2017/8/28

＜予防医療センター＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 胃がんX線　－内視鏡ハイブ
リッド検診－ 大橋　信治 平成29年度医療機関胃がん検

診講習会 豊橋市 2017/2/18
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論文・著書 (医局）
＜消化器内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1

Analysis of the risk factors severity 
in post endoscopic  retrograde 
cholangiopancreatography 
pancreatitis:The indication of 
prophylactic treatments.

筆頭著者 Hiroshi
Matsubara

World J Gastrointest Endosc.. 
2017; 9: 189-195.

2 Nationwide epidemiological survey of 
early chronic pancreatitis in Japan 共同著者 Motokazu

Fujita J.Gastroenterol..2017;52:992-1000.

3
Real World Data of Daclatasvir and 
Asunaprevir Combination Therapy 
for HCV Genotype 1b Infection in 
Patients With Renal Dysfunction.

共同著者 Fumihiro
Urano

Clin Gastroenterol Hepatol. 
2017; 15: 787-788.

4
Daclatasvir and asunaprevir 
treatment in patients with severe 
liver fi brosis by hapatitis C virus 
genotype 1b infection:Real-world data.

共同著者 Fumihiro
Urano

J Gastroenterol Hepatol. 2017; 
32: 1879-1886.

5
Clinical effi  cacy of focal occult blood 
test and colonoscopy for dasatinib-
induced hemorrhagic colitis in CML 
patients.

共同著者 Masahiro
Yamada Blood. 2017; 129: 126-128.

6
胆管・十二指腸浸潤を伴う切除不能胆
嚢癌に対して、マルチステンティング
が有用であった1例

筆頭著者 西堀　友美 東三医会誌. 2017; : 98-101. R

7 Nab-paclitaxel plus gemcitabineが奏
効したG-CSF産生膵癌の1例 筆頭著者 片岡　邦夫 日消誌. 2017; 114: 1277-1284.

＜循環器内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 検診心電図異常で発見された心臓限局
性サルコイドーシスの一例 筆頭著者 小木曽拓也 東三医会誌. 2017; 6-8. R

＜腎臓内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1
透析導入期にヘパリンフラッシュを誘
因としてヘパリン起因性血小板減少症
を発症した肝硬変合併慢性腎臓病患者
の1例

筆頭著者 前川　道隆 日透析医学会誌. 2017; 50: 573.

2

The association between intensive 
care unit-acquired hypernatreamia 
and mortality in critically ill patients 
with cerebrovascular disease:a single-
centre cohort study in Japan.

共同著者 Taishi
Yamakawa BMJ Open. 2017; 7: e016248.

3

Acute Renal Failure with Severe 
Loin Pain and Patchy Renal 
Vasoconstriction in a Patient without 
Hypouricemia,Provoked by Epileptic 
Seizure.

筆頭著者 Michitaka
Maekawa Intern Med. 2017; 56: 2001.

4

Association Between Staphylococcus 
aureus Bacteremia and Hospital 
Mortality in Hemodialysis Patients 
With Bloodstream Infection:A 
Multicenter Cohort From Japanese 
Tertiary Care Centers.

共同著者 Taishi
Yamakawa Ther Apher Dial. 2017; 21: 354.
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＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 甲状腺疾患 共同著者 山守　育雄 総合診療専門医マニュアル. 
2017; 383-385.

2 昆布水の過剰摂取によってヨード誘発
性甲状腺機能亢進症を呈した1例 共同著者 山守　育雄 日病態栄会誌. 2017; 223-228.

＜血液・腫瘍内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 Ⅲ-10.Ph染色体陽性急性リンパ性白血
病 筆頭著者 杉浦　　勇 血液疾患最新の治療2017-2019. 

2017, p.156-p.159.

2
Impact of Synchronous Multiple 
Primary Malignant Tumors on Newly 
Diagnosed Hematological Malignancies.

筆頭著者 Satoshi
Nishiwaki

Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 
2017; 17: e79-e85.

3

Eff ective chemomobilization with 
etoposide and cytarabine（EC 
regimen）in lymphoma patients: a 
single-center,retrospective,observatio
nal study.

筆頭著者 Daisuke
Koyama

Jpn. J. Clin. Oncol. 2017; 47: 820-
825.

4
Clinical effi  cacy of fecal occult blood 
test and colonoscopy for dasatinib-
induced hemorrhagic colitis in CML 
patients. 

筆頭著者 Satoshi
Nishiwaki Blood. 2017; 129: 126-128.

5
Successful treatment with allogeneic 
stem cell transplantation followed by 
DLI and TKIs for e6a2 BCR-ABL-
positive acute myeloid leukaemia

筆頭著者 Yasuhiko
Harada

Medicine（Baltimore）. 2017; 96: 
e9160.

6

Effi  cacy and safety of autologous 
peripheral blood stem cell 
transplantation for Philadelphia 
chromosome-positive acute 
lymphoblastic leukemia

共同著者 Isamu
Sugiura

Medicine（Baltimore）. 2017; 96: 
e9568.

7
Phase II study of imatinib-
based chemotherapy for newly 
diagnosed BCR-ABL-positive acute 
lymphoblastic leukemia

共同著者 Isamu
Sugiura Am J Hematol. 2017, 367-374.

8
Carfi lzomib,lenalidomide and 
dexamethasone in patients with 
heavily pretreated multiple myeloma

共同著者 Isamu
Sugiura Cancer Sci. 2017; 108: 461-468.

＜一般外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 アンチトロンビンⅢ欠乏症による上腸
間膜静脈血栓症の1手術例 筆頭著者 南　　貴之 消外. 2017; 105-109.

2 術前に肝内胆管癌と考えられた肝IgG4
関連炎症性偽腫瘍の1例 筆頭著者 小池　佳勇 日臨外会誌. 2017; 109-113.

3 虫垂腫瘍を疑い結腸右半結腸切除後に
アメーバ性虫垂炎と診断した1例 筆頭著者 出井　秀幸 日腹部救急医会誌. 2017; 53-56. S

4 妊娠29週で嘔気により発見された早期
胃癌の1例 筆頭著者 虫明　和徳 東三医会誌. 2017; 48-51. R

5
Sewing needles in the abdominal 
cavity assumed to have been ingested 
and to have penetrated the GI tract 
40 years ago:A case report

筆頭著者 Naoya
Yamaguchi

Asian J Endosc Surg. 2017; 446-
449.
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6 ステント留置後に遅発性小腸狭窄を生
じた孤立性上腸間膜動脈解離の1例 筆頭著者 伊藤　喜介 日臨外会誌. 2017; 1297-1302.

7 イレウス管留置中に自然発症した逆行
性腸重積の1例 筆頭著者 野中有紀子 外科. 2017; 683-686. S

8 過去のTチューブ挿入部が穿孔部位と
考えられた胆管穿孔の1例 筆頭著者 西村　元伸 日臨外会誌. 2017; 2297-2301.

9 内視鏡治療で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 筆頭著者 野中有紀子 日腹部救急医会誌. 2017; 895-

899. S

10
膵十二指腸動脈瘤破裂に対するTAE
後に十二指腸狭窄と胆管炎を併発した
1例

筆頭著者 小林龍太朗 日腹部救急医会誌. 2017; 1087-
1091. S

＜呼吸器外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 食道胃接合部癌切除術後に発症した孤
立性肺転移の1切除例 筆頭著者 親松　裕典 肺癌. 2017; 57: 325-329.

2
開胸術後におけるアセトアミノフェン
定時点滴注入併用フェンタニル持続静
脈内注射による鎮痛効果の検討

筆頭著者 親松　裕典 日呼外会誌. 2017; 31: 586-592.

＜心臓外科・血管外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1
手術待機中の抗凝固療法が有効であっ
た一過性脳虚血発作で発見された大動
脈弁乳頭状線維弾性腫の1例

筆頭著者 外山　正志 胸部外科. 2017; 70: 317-319.

＜移植外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1
二次性副甲状腺機能亢進症に対する手
術後の血中カルシウム･リン濃度管理
について
～重症・中等症・軽症の典型例より～

筆頭著者 長坂　隆治 東三医会誌. 2017; 57-65.

2 上腸間膜動脈閉塞症に関する単純CT
所見の検討 共同著者 長坂　隆治 東三医会誌. 2017; 52-56.

3 HLA-C座のドナー特異的HLA抗体陽
性に行われた生体腎移植症例 筆頭著者 長坂　隆治 MHC. 2017; 24: 163.

4 9. Preoperative image diagnosis 共同著者 長坂　隆治
Surgery for 
Hyperparathyroidism. 2017, 
p.35-p.36.

＜整形外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1
バックアウトを防止するロッキングテ
ンションバンドワイヤリングで骨接合
術を行った尺骨肘頭骨折の治療成績

筆頭著者 三矢　未来 中部整災誌. 2017; 60: 853-854.

2
軟部組織欠損に対する有茎皮弁の採取
部を縮小させるBashir変法を利用した
閉鎖法

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2017; 60: 695-696.
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3
AIP（Stoppa）approachと上前腸骨棘
骨切（Kloen変法）を併用して恥骨上枝
－大坐骨切痕cablingを行った寛骨臼前
壁骨折

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2017; 60: 781-782.

4
不安定型骨盤輪骨折に対する anterior 
subcutaneous pelvic internal fi xation

（ASPIF）の治療経験
筆頭著者 長谷川純也 中部整災誌. 2017; 60: 779-780.

5
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

筆頭著者 三矢　未来 中部整災誌. 2017; 60: 529-530.

6
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

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2017; 60: 275-276.

7

仙骨骨折を伴う不安定骨盤輪骨折に対
して縦横のロッドで固定する腰椎腸
骨固定術（transverse and longitudinal 
lumbo-iliac fi xation:TALLIF）の治療成
績

筆頭著者 三矢　　聡 骨折. 2017; 39: 460-465.

8 小児上腕骨内側上顆骨折に滑車骨折を
合併した1例 筆頭著者 磯野　正晶 骨折. 2017; 39: 37-39.

9
前腕切断再接着の早期血行再開
－cross-limb vascular shunt, 
temporary intravascular shunt, 
intraosseous wiring－

筆頭著者 三矢　　聡 日手外外会誌. 2017; 34: 420-426.

＜リウマチ科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 関節リウマチに対するイグラチモド長
期投与例の検討 筆頭著者 磯野　正晶 中部リウマチ. 2017; 46: 24-26.

2
有害事象により他の生物学的製剤から
アバタセプトに変更した関節リウマチ
の治療成績

筆頭著者 長谷川純也 中部リウマチ. 2017; 46: 27-29.

3
ステロイド性骨粗鬆症に対する
デノスマブ－ビスホスホネート製剤と
の違い

筆頭著者 平野　裕司 リウマチ科. 2017; 57: 401-409.

4
関節リウマチにおける生物学的製剤の
長期継続率および治療効果への糖尿病
の影響

筆頭著者 磯野　正晶 臨リウマチ. 2017; 29: 22-28.

5
関節リウマチの薬物治療におけるステ
ロイド治療の最近のトレンドとエビデ
ンス

筆頭著者 平野　裕司 リウマチ科. 2017; 58: 593-599.

＜小児科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 Tumefactive demyelinating lesion を
呈し発症した小児多発性硬化症の1例 共同著者 伊藤　　剛 臨神経. 2017; 57: 88-91.

2
Probability curves for predicting 
symptom severity during an oral food 
challenge  with wheat.

共同著者 Shiro
Sugiura Allergol Int. 2017; 66: 627-628.

3 Asymptomatic C-reactive protein 
elevation in neutropenic children. 筆頭著者 Shiro

Sugiura Pediatr Int.. 2017; 59: 23-28.

4 科学的根拠に基づいた小児輸血のガイ
ドライン 共同著者 小山　典久 日輸血細胞治療会誌. 2017; 63: 

741-747.
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5
Non-invasive ventilation neutrally 
adjusted ventilator assistと一酸化窒
素吸入療法の併用で呼吸管理を行った
重症慢性肺疾患の1例

筆頭著者 横井　克幸 日周産期・新生児会誌 . 2017; 
53: 843-847.

6 産科における新生児管理の実態と管理
中の急変症例に関する調査 共同著者 小山 　典久 日周産期・新生児会誌 . 2017; 

53: 57-63.

7
新生児期に発症し在宅人工呼吸療法を
導入したミトコンドリア呼吸鎖複合異
常症の1例

筆頭著者 杉本　真里 脳と発達. 2017; 49: 37-41.

8
「論文になる臨床研究の進め方」 臨
床研究を行うための準備1：テーマの
見つけ方（PICOの活用法）

筆頭著者 杉浦　崇浩 Neona Care. 2017; 30: 556-559.

＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 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 筆頭著者 河合　要介 産と婦. 2017; 115: 363-368.

2 子宮頸癌検診について 筆頭著者 河井　通泰 豊橋市医師会会報. 2017; 771: 29-
30.

3 産科出血に対して子宮動脈塞栓術を施
行した26例の臨床的検討 筆頭著者 河合　要介 日周産期･新生児会誌. 2017; 53: 

775-782.

4 当院で経験した顆粒膜細胞腫21例の臨
床的検討 筆頭著者 松尾　聖子 産と婦. 2017; 84: 1234-1239.

5 子宮内膜細胞診が診断の契機となった
子宮体部小細胞癌の1例 筆頭著者 河合　要介 日婦腫瘍会誌. 2017; 35: 43-49.

6
早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子
宮全摘術の治療成績　開腹手術との比
較

筆頭著者 高野みずき 東海産婦人科内視鏡手術研究会
雑誌. 2017; 5: 47-52.

7 当院における腹腔鏡下子宮体癌根治術
の検討 筆頭著者 北見　和久 東海産婦人科内視鏡手術研究会

雑誌. 2017; 5: 40-46.

＜産婦人科（生殖医療）＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 多嚢胞性卵巣症候群 筆頭著者 安藤　寿夫 今日の治療指針2017年度版. 
2017, p.1244-p.1245.

2 体外受精へのステップアップのタイミ
ングと治療機関の連携 筆頭著者 安藤　寿夫 産婦の実際. 2017; 66: 1143-1150.

3 生殖医療の必修知識2017 共同著者 安藤　寿夫 分担執筆

4
個別化調節卵巣刺激における子宮内膜
症の影響とアンチミュラリアンホルモ
ン（AMH）

筆頭著者 矢吹　淳司 産婦の実際. 2017; 66: 95-103.

5 不妊治療患者の体重指導について　当
院のデータを用いて 筆頭著者 藤田　　啓 日不妊カウンセリング会誌. 

2017; 16: 159-163.

6
アンチミュラリアンホルモン（AMH）
低値症例における年齢階層別 ART 継
続成績

筆頭著者 國島　温志 日本IVF会誌. 2017; 20: 8-12. S
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＜リハビリテーション科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 第13章　歩行評価 筆頭著者 石川　知志 リハビリテーション概論. 2017, 
p.183-p.204.

＜放射線科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1

Retrospective analysis of defi nitive 
radiotherapy for neck node 
metastasis from unknown primary 
tumor: Japanese Radiation Oncology 
Study Group study

共同著者 Shunichi
Ishihara

Jpn. J. Clin. Oncol. 2017; 47: 856-
862.

＜歯科口腔外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 上顎臼歯部に発生した歯牙エナメル上
皮腫の1例 筆頭著者 寺沢　史誉 日口腔外会誌. 2017; 63: 347-352.
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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

Evaluation of Tumor 
Detectability in Planar and 
Single-Photon Emission 
Computed Tomography 
Images by Bone Scintigraphy 
Using a Novel Chest Phantom

共同演者 Hajime 
ICHIKAWA

第73回日本放射線技術学
会総会学術大会 横浜市 2017/4/15

2
ソマトスタチン受容体シンチ
グラフィで陽性像を認めた一
例

筆頭演者 加藤　豊大 第50回三河・演習核医学
研究会 豊橋市 2017/7/1

3
共役勾配法を応用した新たな
画像再構成法に関する多施設
共同研究：放射能測定器の測
定精度の検証

共同演者 市川　　肇 第37回日本核医学技術学
会 横浜市 2017/10/6

4
共役勾配法を応用した新たな
画像再構成法に関する多施設
共同研究：定量値の再現性の
検証

共同演者 市川　　肇 第37回日本核医学技術学
会 横浜市 2017/10/6

5
共役勾配法を応用した新たな
画像再構成法に関する多施設
共同研究：最適更新回数の決
定

共同演者 市川　　肇 第37回日本核医学技術学
会 横浜市 2017/10/6

6
当院における画像誘導放射線
治療（IGRT）導入前後の患者
スループットの比較

筆頭演者 寺部　充昭 第56回全国自治体病院学
会 千葉市 2017/10/20

7 fast -TSEによるBLADEの
slice厚特性の検証 筆頭演者 竹下　和真 第10回中部放射線医療技

術学術大会 岐阜市 2017/11/5

8
センチネルリンパ節シンチグ
ラフィでthreshold処理が有用
であった症例

筆頭演者 加藤　豊大 第99回東三河RI技術検討
会 豊橋市 2017/11/24

9 救急CT検査における症例報
告 筆頭演者 伊藤　翔太 第25回東三河CT研究会 豊川市 2017/11/29

10 乳腺症例検討　マンモグラフ
ィー 筆頭演者 堀川　智加 県技師会女性委員会

（Cherishの会） 名古屋市 2018/1/27

11
術前シミュレーション用股関
節撮影の制度評価－キャリブ
レーションボールの拡大の影
響を考える－

筆頭演者 山田　友紀 東三河診療放射線技師会
総会 豊橋市 2018/3/17

12
医療被ばく低減施設認定後の
当院の取り組み～鉛プロテク
タ使用の必要性を再考する～

筆頭演者 石田ひとみ 東三河診療放射線技師会
総会 豊橋市 2018/3/17

13 夜間業務におけるCTコメン
ト入力の取り組み 筆頭演者 畑井　博晶 東三河診療放射線技師会

総会 豊橋市 2018/3/17

14
新人RI担当者の感じた疑問

（塩化ラジウム内用療法が骨
SUV値に与える影響）

筆頭演者 阪野　友哉 第100回東三河RI技術検
討会 豊橋市 2018/3/24
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＜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
関節リウマチの診断における
中足趾節間関節超音波の重要
性

筆頭演者 皆元　裕子 第61回日本リウマチ学会 福岡市 2017/4/22

2 AFP-L3分画と肝細胞癌マー
カーとの比較 筆頭演者 小島　克枝 第66回日本医学検査学会 千葉市 2017/6/17～

2017/6/18

3
クリオプレシピテートの院内
調整おける2回法と1回法の比
較4検討

筆頭演者 中村　　藍 第35回愛臨技東三河地区
研修会 田原市 2017/7/2

4 ドキソルビシンが原因と考え
られた薬剤性心筋症の一例 筆頭演者 西山　弥生 第35回愛臨技東三河地区

研修会 田原市 2017/7/2

5 骨髄異形成症候群に合併した
ランゲルハンス細胞肉腫の1例 筆頭演者 内田　一豊 第18回日本検査血液会学

術集会 札幌市 2017/7/22～
2017/7/23

6 血液培養から複数菌が検出さ
れた症例について 筆頭演者 山本　　優 第56回日臨技中部圏支部

医学検査学会 名古屋市 2017/9/30～
2017/10/1

7
関節液における多項目自動血
球分析装置と全自動尿中有形
成分分析装置を用いた基礎検
討

筆頭演者 鈴木　杏奈 第56回日臨技中部圏支部
医学検査学会 名古屋市 2017/9/30～

2017/10/1

8 心エコー検査と心筋バイオマ
ーカーの比較検討 筆頭演者 手嶋　充善 第56回日臨技中部圏支部

医学検査学会 名古屋市 2017/9/30～
2017/10/1

9 全身硬直性痙攣にて救急搬送
された辺縁系脳炎の1例 筆頭演者 片山知奈恵 第56回日臨技中部圏支部

医学検査学会 名古屋市 2017/9/30～
2017/10/1

10
ギランバレー症候群との診断
に苦慮した重症筋無力症の一
例

筆頭演者 神藤　　駿 第56回日臨技中部圏支部
医学検査学会 名古屋市 2017/9/30～

2017/10/1

11 下肢静脈瘤に対するEVLA後
のEHITと浅腹壁静脈の検討 筆頭演者 牧原　汐里 第56回日臨技中部圏支部

医学検査学会 名古屋市 2017/9/30～
2017/10/1

12 当院におけるEGFR遺伝子解
析の現状 筆頭演者 宮野　拓也 第56回日臨技中部圏支部

医学検査学会 名古屋市 2017/9/30～
2017/10/1

13
当院の感染防止対策加算にお
ける感染制御臨床認定微生物
検査技師の取り組み

筆頭演者 山口　育男 第56回全国自治体病院学
会 千葉市 2017/10/19

14 当院におけるリウマチ多発筋
痛症の関節エコー所見の調査 筆頭演者 皆元　裕子 第4回三河関節エコー研

修会 名古屋市 2017/11/25

＜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
当院における呼吸ケアサポー
トチーム（RST）の現状とその
課題について

筆頭演者 上村　晃寛
第4回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会東
海地方学会

名古屋市 2017/4/8

2 当院における外来術前呼吸リ
ハビリテーションの実施状況 筆頭演者 足立奈緒子

第4回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会東
海地方学会

名古屋市 2017/4/8

3
超低出生体重児のDubowtiz
評価で示された新生児期から
の発達不良

筆頭演者 神谷　　猛 第52回日本理学療法学術
大会 千葉市 2017/5/12

4
末梢性顔面神経麻痺の病的共
同運動程度に影響を与える因
子について‐Sunnybrook法
による検討‐

筆頭演者 森嶋　直人 第40回日本顔面神経学会 さいたま市 2017/5/31
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5
末梢性顔面神経麻痺の病的共
同運動程度に影響を与える因
子について－積分表面筋電図
評価による検討－

筆頭演者 真田　将太 第40回日本顔面神経学会 さいたま市 2017/5/31

6
急性骨髄性白血病に対して造
血幹細胞移植を施行した2症
例の運動療法効果

筆頭演者 森坂　文子 第54回日本リハビリテー
ション医学会学術集会 岡山市 2017/6/8

7
造血幹細胞移植前後のがんの
リハビリテーション－急性骨
髄性白血病再発に対し二度目
の移植を行った症例－

筆頭演者 森坂　文子 名古屋大学理学療法同窓
会　第87回定期研究会 名古屋市 2018/2/17

8
頭部外傷によって発症した嚥
下障害に対して間欠的バルー
ン拡張法が奏功した一症例

筆頭演者 平出　優香 第18回日本言語聴覚学会 松江市 2017/6/24

9
当院における心臓外科手術後
患者の心臓リハビリテーショ
ンの進行状況と今後の課題に
ついて

筆頭演者 沢入　豊和 第23回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会 岐阜市 2017/7/16

10 院内デイケアへの作業療法士
の参画と実践報告 筆頭演者 二橋喜太郎 第56回全国自治体病院学

会 千葉市 2017/10/19

11
急性期病院入院中の脳卒中患
者を対象とした排泄動作に関
連する転倒事例についての実
態調査

筆頭演者 神谷　昌孝 第35回日本神経治療学会 大宮市 2017/11/17

12
事例報告からみる発達領域作
業療法の視点－幼児期後期と
学童期の分析－

筆頭演者 川合　康夫 第17回東海北陸作業療法
学会 名古屋市 2017/11/19

13

Real time tissue elastography
法を用いた表情筋硬度測定の
試み
－末梢性顔面神経麻痺後の病
的共同運動を有する症例での
検討－

筆頭演者 森嶋　直人 第47回日本臨床神経生理
学術大会 横浜市 2017/11/29

14
当院におけるADL維持向上等
体制加算算定に向けた取り組
み

筆頭演者 上村　晃寛 ADL維持向上等体制加
算に関する研修会 名古屋市 2018/1/6

15 TKA術後早期にNG-ROMマ
シーンを使用した一症例 筆頭演者 鈴木　一輝 東三河ブロック症例検討

会 豊川市 2018/1/28

16
心臓外科手術前より認められ
た運動機能低下と手術後の心
房細動を意識して心臓リハビリ
テーションを実施した一症例

筆頭演者 山元紳太郎 東三河ブロック症例検討
会 豊川市 2018/1/28

17
当院におけるADL維持向上等
体制加算算定に向けた取り組
み

筆頭演者 上村　晃寛 ADL維持向上等体制加
算導入促進セミナー 東京都 2018/2/4

18
長期にわたり症状が増悪した
ギランバレー症候群の経過～
増悪期から回復にわたる理学
療法の関わり～

筆頭演者 服部絵利香
NPO法人愛知県理学療法
学会
教育局生涯学習主催症例
検討会

名古屋市 2018/2/12

19
当院呼吸器内科病棟における
理学療法士半日病棟専従によ
る効果について

筆頭演者 上村　晃寛 第27回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2018/3/11

20
高位頚髄損傷患者の急性期呼
吸器合併症に対しネーザルハ
イフローと排痰補助装置を導
入した一症例

筆頭演者 馬渡　敬介 第27回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2018/3/11

21
Dubowtiz評価からみた自律
哺乳が遅延する超低出生体重
児の特徴

筆頭演者 神谷　　猛 第27回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2018/3/11
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＜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 手術室常駐業務の開始と展望 筆頭演者 後藤　成利 第56回全国自治体病院学
会 千葉市 2017/10/20

22

呼吸障害を呈した顔面肩甲上
腕型筋ジストロフィー患者の
歩行能力回復にmechanical 
in- exsufflationが有用であっ
た一症例

筆頭演者 伊藤　朱梨 第27回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2018/3/11

23
当院の人工股関節全置換術の
クリニカルパスとバリアンス
症例の検討

筆頭演者 中西　哲也 第27回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2018/3/11

24
Dubowitz評価および新版K式
発達検査による極低出生体重
児の運動発達予測

筆頭演者 谷　　拓也 第27回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2018/3/11

25
歩行時に踵補高が有効であっ
た重度進行性核上性麻痺の一
症例

筆頭演者 阿形　　優 第27回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2018/3/11

26
主幹動脈閉塞や狭窄を伴う脳
梗塞患者の麻痺悪化について
～病型や支配動脈に着目して～

筆頭演者 内藤　善規 第43回日本脳卒中学会学
術集会 福岡市 2018/3/15

＜栄養管理室＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 当院NST活動の現状解析と今
後 筆頭演者 小池　公子 第33回日本静脈経腸栄養

学会学術集会 横浜市 2018/2/22

＜薬局＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
入院患者におけるおくすり手
帳持参状況等に関する他施設
調査

共同演者 中神　博充 第8回日本プライマリケ
ア連合学会学術大会 高松市 2017/5/14

2 薬局内の細菌汚染状況調査と
その後の環境整備 筆頭演者 芳賀　友輔 第56回全国自治体病院学

会 千葉市 2017/10/20

3
アミカシンの透析前高用量投
与が施行された症例における
血中濃度の検討

筆頭演者 森　　章典 第27回日本医療薬学会 千葉市 2017/11/4

4 当院薬局における細菌汚染状
況調査とその後の環境整備 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 2018/2/8

＜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
離床援助を実施する看護師の
意識向上に向けた離床プロト
コルの導入

筆頭演者 石田　敬詞 第13回日本クリティカル
ケア看護学会学術集会 仙台市 2017/6/10

2 メディカルラリーの模擬診療
でのJCSⅡ桁の問題点の周知 筆頭演者 杉浦　淳平 第26回日本意識障害学会 富山市 2017/7/8
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3
症状を緩和する看護ケアに関
する学習会が看護師のケアへ
の取り組みと患者との関わり
に及ぼした効果の検討

筆頭演者 鈴木　宏昌 第48回日本看護学会　看
護教育 高松市 2017/8/4

4 Door-to-balloon time短縮に向
けた取り組みと今後の課題 筆頭演者 倉島　正成 第19回日本救急看護学会

学術集会 金沢市 2017/10/6

5
患者に寄り添い取り組んだ退
院指導
～生活習慣の改善のためのは
じめの一歩～

筆頭演者 坂部　有菜 平成29年固定チームナー
シング全国研究会 神戸市 2017/10/9

6
患者が安心安全に化学療法を
受けられるために
～シミュレーションを通して
学び得たこと～

筆頭演者 佐藤　幸保 平成29年固定チームナー
シング全国研究会 神戸市 2017/10/9

7
術後の安楽な体位の工夫
～術前オリエンテーションに
術後の体位体験を取り入れて
みて～

筆頭演者 白井　妙奈 平成29年固定チームナー
シング全国研究会 神戸市 2017/10/9

8
患者が最後までその人らしく
生き抜くことへの支援　～
STAS-Jを導入して～

筆頭演者 松本　和也 平成29年固定チームナー
シング全国研究会 神戸市 2017/10/9

9 入院支援センター立ち上げから
の経緯　～安心を広げよう～ 筆頭演者 間瀬　有奈 第56回全国自治体病院学

会 千葉市 2017/10/19

10
化学療法施行患者の発熱性好
中球減少症の早期発見とセル
フケアへの介入

筆頭演者 大場奈々恵 第56回全国自治体病院学
会 千葉市 2017/10/19

11
入院支援センター業務の振り
返り　～安心して入院し手術
を受けるための支援～

筆頭演者 小林　雅子 第56回全国自治体病院学
会 千葉市 2017/10/20

12 急性期病院における退院前訪
問・退院後訪問の実践 筆頭演者 伊藤　惠子 第56回全国自治体病院学

会 千葉市 2017/10/20

13
共育で看護力UP！～業務改
善と見やすく、使えるマニュ
アル作成～

筆頭演者 藤沢　佳子 第56回全国自治体病院学
会 千葉市 2017/10/20

14 インフルエンザ入院サーベイ
ランスの結果と考察 筆頭演者 高橋　一嘉 第56回全国自治体病院学

会 千葉市 2017/10/20

15
ベッドサイドカンファレンス
を退院支援に活用して～患者
の思いに添った看護展開～

筆頭演者 武田　真衣
固定チームナーシング研
究会
～第17回中部地方会～

名古屋市 2017/11/11

16 消化器外科術後患者の早期離
床に向けての介入 筆頭演者 伊田佳世子

固定チームナーシング研
究会
～第17回中部地方会～

名古屋市 2017/11/11

17 早期離床への取り組み　～理
学療法士から学ぶ筋力訓練～ 筆頭演者 竹内　友香

固定チームナーシング研
究会
～第17回中部地方会～

名古屋市 2017/11/11

18 プレパレーションを日々の看
護に取り入れた活動 筆頭演者 神藤　愛実

固定チームナーシング研
究会
～第17回中部地方会～

名古屋市 2017/11/11

19
患者さんにおいしく食事して
もらえたらうれしい～看護補
助者として取り組んだ食事援
助～

筆頭演者 早川　なぎ
固定チームナーシング研
究会
～第17回中部地方会～

名古屋市 2017/11/11

20 終末期患者、家族のQOL向上
を目指して 筆頭演者 広中　愛子

固定チームナーシング研
究会
～第17回中部地方会～

名古屋市 2017/11/11

21 東名高速道路多数傷病者発生
事故派遣の一考察 筆頭演者 杉浦　淳平 第23回日本集団災害医学

界総会・学術集会 横浜市 2018/2/2
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22 小中学生熱中症集団発生の対
応 筆頭演者 坂部しのぶ 第23回日本集団災害医学

界総会・学術集会 横浜市 2018/2/2

23
東名高速道路多数傷病者発生
事故派遣における後方支援体
制の一考察

筆頭演者 藤澤　佳子 第23回日本集団災害医学
界総会・学術集会 横浜市 2018/2/2

24 起震車を活用した災害訓練の
取り組み 筆頭演者 菊地　直行 第23回日本集団災害医学

界総会・学術集会 横浜市 2018/2/3

25 浸水被害を想定した低層階病
棟での避難訓練について 筆頭演者 見城　　真 第23回日本集団災害医学

界総会・学術集会 横浜市 2018/2/3

26
ストーマ傍ヘルニアを合併し
放射線・化学療法中に皮膚障
害を発生した一例

筆頭演者 春名　可織
第35回日本ストーマ排せ
つリハビリテーション学
会総会

札幌市 2018/2/24

27
障害者施設におけるO157ア
ウトブレイクとHUS発生リス
クの考察

筆頭演者 高橋　一嘉 第33回日本環境感染学会
総会・学術集会 神戸市 2018/2/23

28
新生児医療センターで発生し
たRSウイルスによるアウト
ブレイクを経験して

筆頭演者 伊藤賀代子 第33回日本環境感染学会
総会・学術集会 神戸市 2018/2/23
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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 座長
シンポジウム
核医学実験の核心に迫る：ガ
ンマカメラ実験編

市川　　肇 第73回日本放射線技術学
会総会学術大会 横浜市 2017/4/15

2 司会
一般演題・症例検討
キーンベック病における骨シ
ンチを用いた血流評価の一例

加藤　豊大 第98回東三河RI技術検討
会 豊橋市 2017/7/21

3 座長

講演
卒後教育プログラム 2　基礎
教育講座「放射線物理学」「肝
胆膵領域における核医学診
断」「核医学の安全」

市川　　肇 第37回日本核医学技術学
会 横浜市 2017/10/7

4 座長 一般演題
MRI　頸部四肢胸部領域 畑井　博晶 第10回中部放射線医療技

術学術大会 岐阜市 2017/11/4～
2017/11/5

5 座長
講演・シンポジウム講演
超初学者向けMRIの基礎と安
全への取り組み － ここから
学ぼうMRI －

畑井　博晶 愛知県技師会
平成29年度第3回研修会 豊橋市 2017/11/11

6 司会
講演
日本放射線技術学会　第22回
核医学技術研修会

市川　　肇 日本放射線技術学会　第
22回核医学技術研修会 豊橋市 2017/11/18～

2017/11/19

7 司会
講演
一次読影のためのソフトウェ
ア活用

加藤　豊大 第99回東三河RI技術検討
会 豊橋市 2017/11/24

8 司会 一般演題・症例検討
新人RI担当者の感じた疑問 加藤　豊大 第100回東三河RI技術検

討会 豊橋市 2018/3/24

9 座長 核医学領域における読影の補
助および学術研究の考え方 市川　　肇 第100回東三河RI技術検

討会 豊橋市 2018/3/24

＜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 司会

講演会
1、採血室の運用管「患者満足

度を上げるには」
2、体腔液とは何？検体の扱い

方から標本（細胞）の見方・
考え方まで

近藤　由香 血液検査研究班　研究会 名古屋市 2017/5/20

2 座長
一般演題
肺機能検査時に遭遇した徐脈
の一例

手嶋　充善 第35回東三河地区研究会 田原市 2017/7/2

3 座長
一般演題
ドキソルビシンが原因と考え
られた薬剤心筋症の一例

手嶋　充善 第35回東三河地区研究会 田原市 2017/7/2

4 座長
一般演題
小学生を対象とした院内探検
ツアーへの参画

手嶋　充善 第35回東三河地区研究会 田原市 2017/7/2

5 座長
一般演題
当院の糖尿病合併症検査への
取り組みについて

手嶋　充善 第35回東三河地区研究会 田原市 2017/7/2

6 座長
一般演題
妊婦検診中にGAS敗血症によ
り胎児死亡，母体は長期管理
にて救命し得た一例など4題

山口　育男 第29回日本臨床微生物学
会総会・学術集会 岐阜市 2018/2/9
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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 座長 第8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40回日本顔面神経学会 さいたま市 2017/6/1

2 座長 運動器理学療法⑥ 森坂　文子 第27回愛知県理学療法学
術大会 名古屋市 2018/3/11

＜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 一般演題（2） 後藤　成利 第95回東海透析研究会 名古屋市 2017/9/24

＜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
子宮頸癌の予防・診断・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 2017/6/29

2 座長
特別講演
臨床論文を読むための生物統
計の基礎

森　　章典 愛知県病院薬剤師会東三
河支部学術講演会 豊橋市 2017/10/19

3 司会
研修会
高齢者疑似体験と湿布の貼付
指導

石田　隆浩 豊橋薬薬連携研修会 豊橋市 2017/11/9

4 座長
一般演題
当院のカルボレジメンに対す
る制吐療法イメンドについて

石川　元章 東三河CINVセミナー 豊橋市 2018/2/2

5 司会
研修会
南海トラフ地震津波災害にお
ける当院の対応

石田　隆浩 豊橋薬薬連携研修会 豊橋市 2018/3/1

＜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
みんなで抗菌薬について学ぼ
う！
～知っているようで知らない抗
菌薬から微生物の知識まで～

高橋　一嘉 第16回東三河感染対策管
理者座談会 豊橋市 2017/6/17

2 座長 医療機器の滅菌・消毒・洗浄 高橋　一嘉 第17回東三河感染対策管
理者座談会 豊橋市 2017/10/28

3 座長 チームビルディング 間瀬　有奈 固定チームナーシング研
究会　第18回中部地方会 名古屋市 2017/11/11

4 座長 ケアの質の向上 中村由美子 固定チームナーシング研
究会　第18回中部地方会 名古屋市 2017/11/11

5 座長 退院支援・チーム活動 金田千恵子 固定チームナーシング研
究会　第18回中部地方会 名古屋市 2017/11/11

6 座長
各施設での問題とその解決方
法に向けて
～その他：抗菌薬適正使用支
援チームの診療報酬化など～

高橋　一嘉 第18回東三河感染対策管
理者座談会 豊橋市 2018/2/3
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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 司会
セミナー
誰でもわかる、はじめての
PACS管理

原瀬　正敏
日本放射線技術学会中部
支部
平成29年度医療情報シス
テム研究会セミナー

金沢市 2017/5/14

2 座長 教育講座
医用画像モニタの基礎 原瀬　正敏

第45回日本放射線技術学
会秋季学術大会
医療情報部会

広島市 2017/10/19

3 座長 一般演題
3D プリンタ 原瀬　正敏 第45回日本放射線技術学

会秋季学術大会 広島市 2017/10/21
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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 ガンマカメラ実験を始めるため
の基礎知識 市川　　肇 第73回日本放射線技術学会総会

学術大会 横浜市 2017/4/15

2 PETアーチファクト 加藤　豊大 第92回東海核医学セミナー 名古屋市 2017/5/13

3 ディジタルファントム作成から
画像再構成 市川　　肇 第18回核医学画像セミナー 浜松市 2017/6/24

4 case study～失敗画像から考え
るパラメータの設定方法～ 喜多　和真 第76回東三河RF研究会 豊橋市 2017/7/14

5 『医療被ばく低減施設』認定取
得への取り組み　～CT編～ 磯部　　晃 第24回東三河CT研究会 豊橋市 2017/7/19

6 SPECT像から読み取るべき情報 加藤　豊大 第98回東三河RI技術検討会 豊橋市 2017/7/21

7 TrueBeamとVeroの立ち上げ 寺部　充昭 東海放射線腫瘍研究会第45回技
術部会（一泊研修会） 中津川市 2017/8/19

8
シミュレータの使用方法と品質
管理・被ばく管理および部位別
固定具作成方法

島田　秀樹
平成29年度第一回日本放射線治
療専門放射線技師認定機構統一
講習会

名古屋市 2017/9/10

9 各パラメータがスライス厚に与
える影響 竹下　和真 第77回東三河RF研究会 岡崎市 2017/10/27

10 救急の頭部画像について 三浦　俊一 愛知県技師会 平成29年度第3回
研修会 豊橋市 2017/11/11

11 研究計画の考え方 市川　　肇 日本放射線技術学会　第22回核
医学技術研修会 豊橋市 2017/11/18

12 ステップアップガンマカメラ実
験－ファントムをDIY－ 島田　秀樹 日本放射線技術学会　第22回核

医学技術研修会 豊橋市 2017/11/18

13 研究計画書の作成 市川　　肇 日本放射線技術学会　第22回核
医学技術研修会 豊橋市 2017/11/19

14 RI室の患者入退出におけるスリ
ッパ履き替え運用 加藤　豊大 第51回三河・演習核医学研究会 浜松市 2017/12/9

15 新しい骨シンチ評価用ファント
ムを用いた検出能の評価 市川　　肇 第93回東海核医学セミナー 名古屋市 2017/12/16

16 豊橋市民病院高度放射線棟につ
いて 三浦　俊一 渥美病院病診連携勉強会 田原市 2017/12/25

17
画像標準化の進め方　－日本核
医学技術学会標準化ガイドライ
ンより－

市川　　肇 第183回日本核医学技術学会東海
地方会 名古屋市 2018/1/20

18
超基本的パラメータが画像の違
いに及ぼす影響～あえて撮らな
い条件まで撮ってみました～

小野　孝明 第78回東三河RF研究会 豊橋市 2018/3/16

19 心房細動に対するカテーテルア
ブレーション術前3DCTA 盛田　健人 第26回東三河CT研究会 豊川市 2018/3/28
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＜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 ギムザ染色と自動機器分析によ
る細胞像の解析 内田　一豊 第8回シスメックス一般検査セミ

ナー 名古屋市 2017/4/22

2 臨床検査値の見方について 榊原　沙知 第132回NST定期教育講演会 豊橋市 2017/5/17

3
体腔液とは何？検体の扱い方か
ら標本（細胞）の見方・考え方ま
で

内田　一豊 血液検査研究会 名古屋市 2017/5/20

4
シンポジウムⅢ　穿刺液　＜穿
刺液検査の可能性（胸水・腹水
を中心に）＞血液検査から見る
穿刺液検査

内田　一豊 第66回日本医学検査学会 千葉市 2017/6/17～
2017/6/18

5 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 2017/6/20

6 肝機能に関わる検査データの読
み方 森下　拓磨 愛臨技研究会 名古屋市 2017/7/1

7 リンパ節 内田　一豊 平成29年度　日本臨床細胞学会 
東海連合会　基礎講座 名古屋市 2017/7/9

8 病原体および患者検体の適正輸
送および菌株保存について 山口　育男 第9回日本臨床微生物学会

地区研修会 名古屋市 2017/7/22

9

ワークショップ２「体腔液検査
の現状と問題点－その３」～臨
床医の立場からみた体腔液検
査～症例：体腔液に見られた
Neuroendcrine carcinomaの一症
例

内田　一豊 第18回日本検査血液会学術集会 札幌市 2017/7/22～
2017/7/23

10 呼吸器 榊原　沙知 平成29年度　細胞学会　東海連
合会　基礎講座 名古屋市 2017/7/23

11 造血器腫瘍（リンパ系腫瘍）にお
ける血液検査 近藤　由香 病理細胞検査研究班研究会 名古屋市 2017/9/9

12
造血器腫瘍（リンパ系腫瘍）にお
ける血液検査及び病理検査　フロ
ーサイトの基礎

内田　一豊 病理細胞検査研究班研究会 名古屋市 2017/9/9

13 当院検査室の遺伝子検査 濱田　智博 第61回豊橋がん診療フォーラム 豊橋市 2017/9/21

14
部門企画テーマ『 パラダイムシ
フトの具体的な行動と検証 』　
飛躍的に進展する自動化～体腔
液検査～

内田　一豊 第56回日臨技中部圏支部医学検
査学会 名古屋市 2017/9/30～

2017/10/1

15 耐性菌発見の最初の入口　腸内
細菌科細菌の自然耐性について 山本　　優 愛知県臨床検査技師会微生物検

査研究班基礎講座 名古屋市 2017/10/28

16「体腔液標本（細胞）の見方・考
え方」 内田　一豊 第7回日本検査血液学会静岡支部

形態セミナー 静岡市 2017/10/28～
2017/10/29

17 関節エコーの撮像方法 皆元　裕子 豊橋　RA関節エコーセミナー 豊橋市 2018/1/22

18 体腔液検査の機器算定から見た
細胞所見について 内田　一豊 第5回臨床一般検査部門研修会 大津市 2018/2/3

19 県下の臨床検査データ標準化を
目指して!! 内田　一豊 平成29年度　愛知県臨床検査精

度管理調査報告会 名古屋市 2018/3/17
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＜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 病的共同運動と顔面拘縮につい
て 森嶋　直人 第8回顔面神経麻痺リハビリテー

ション技術講習会 さいたま市 2017/6/1

2
歩行と排泄障害に対する当リハ
ビリテーションセンターの取り
組み

神谷　昌孝 穂の国脳卒中医療連携研究会 豊橋市 2017/6/29

3 一次救命処理と基本処置 上村　晃寛
平成29年度　NPO法人愛知県理
学療法学会　教育局生涯学習部
新人教育プログラム

名古屋市 2017/9/3

4 当院における呼吸リハビリテー
ションの現状について 上村　晃寛 豊橋創造大学理学療法研究会 豊橋市 2017/9/16

5 褥瘡とリハビリ 神藤　佳輔 褥瘡勉強会 豊橋市 2017/11/22

6 Dubowitz評価について 神谷　　猛 赤ちゃんリハビリテーション研
修会 豊橋市 2017/12/17

7
急性期病院入院中の脳卒中患者
を対象とした排泄動作に関する
転倒の調査

神谷　昌孝 穂の国脳卒中医療連携研究会 豊橋市 2018/3/8

8 多発性骨髄腫の骨有害事象とリ
ハビリテーション 森坂　文子 豊橋がん診療フォーラム 豊橋市 2018/3/19

＜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 腹水濾過再静注法　～当院にお
ける過去14年間の実績～ 後藤　成利 東三河透析交流会 豊橋市 2018/2/1

＜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 2017/6/21

2 処方薬について 安藤　陽一 リスクマネジメント講習会 豊橋市 2017/6/26

3 麻薬について 柳沼　妙子 リスクマネジメント講習会 豊橋市 2017/6/26

4 注射薬について 石川　雅子 リスクマネジメント講習会 豊橋市 2017/6/30

5 抗がん薬について 佐藤　勝紀 リスクマネジメント講習会 豊橋市 2017/6/30

6 当院のカルボレジメンに対する
制吐療法イメンドについて 原田　哲彦 東三河CINVセミナー 豊橋市 2018/2/2

7 排尿と薬 小西　美帆 排尿ケア勉強会 豊橋市 2018/2/5
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＜看護局＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 褥瘡ケア① 名倉小百合 松崎病院　豊橋こころのケア                  
　センター 豊橋市 2017/4/20～

2017/4/21

2 ご存知ですか？じんぞうに優し
い生活習慣 青木　真理 豊橋市CKD（慢性腎臓病）市民

公開講座 豊橋市 2017/5/14

3 褥瘡ケア② 春名　可織 松崎病院　豊橋こころのケア　                         
センター 豊橋市 2017/5/18～

2017/5/19

4 褥瘡ケア③ 鈴木　雅恵 松崎病院　豊橋こころのケア　                          
センター 豊橋市 2017/6/15～

2017/6/16

5 ストーマケアの基本 春名　可織 在宅ストーマケアセミナー
㏌東三河 豊橋市 2017/10/21

6 DMATってなに？どんな活動し
ているの？ 杉浦　淳平 防災看護フェア 豊川市 2017/11/11

7 DMATってなに？どんな活動し
ているの？ 倉島　正成 防災看護フェア 豊川市 2017/11/11

8 日常の血糖値について考えてみ
よう 山口三恵子 豊橋糖尿病友の会 豊橋市 2017/11/17

9 医療関連感染対策 高橋　一嘉 豊橋創造大学特別講義
～医療・看護の最前線～ 豊橋市 2017/11/17

10 豊橋市民病院の中材報告 ～手指
衛生の励行とその継続～ 高橋　一嘉 第76回中部地区中材業務研究会 豊橋市 2017/11/25

11 感染対策の基本と最新情報 ～標
準予防策からAMR対策まで～ 高橋　一嘉 モルテン・セミナー豊橋 豊橋市 2017/12/6

12 Developmental　Careと赤ちゃ
んのサイン 須貝　涼子 赤ちゃんリハビリテーション

研究会 豊橋市 2017/12/17

13 入院中の指導について（糖尿病） 山口三恵子 介護支援専門員研修交流会 豊橋市 2018/3/7

＜事務局＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 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
平成29年度医療情報システム研
究会セミナー

金沢市 2017/5/14

2 データの利活用の今後について 原瀬　正敏 HAPPY医療情報システム研究会 東京都 2017/7/13

3 PACSの運用管理を理解する 原瀬　正敏
日本放射線技術技師会
第2回医療画像情報精度管理士分
科会セミナー

東京都 2017/7/15

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20回PACS Specialistセミナ
ーin仙台

仙台市 2017/8/4

5
システムリプレースを活用した
取り組み～放射線部門のリプレ
ース～

原瀬　正敏
第33回日本診療放射線技師学術
大会分科会企画5　医療画像情報
精度管理士分科会

函館市 2017/9/23

6
業務に使える標準規格とは

「知っておきたい DICOM, PDI, 
JJ1017」

原瀬　正敏
日本放射線技術学会医療情報部
会第8回ベーシックセミナーin名
古屋

名古屋市 2017/10/14

7 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21回PACS Specialistセミナ
ーin熊本

熊本市 2017/11/12
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8 医用画像モニタ管理の実際 原瀬　正敏 第 37 回医療情報学連合大会
（第 18 回医療情報学会学術大会） 大阪市 2017/11/23

9 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22回PACS Specialistセミナ
ーin大宮

大宮市 2018/1/20

10 DICOM・PDIの基礎 原瀬　正敏
日本放射線技術技師会
第3回医療画像情報精度管理士分
科会セミナー

大宮市 2018/1/20

11 DWHの基礎と応用について 原瀬　正敏 静岡県医療情報技師会第7回勉強
会 静岡市 2018/2/10
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論文・著書（診療技術局・薬局・看護局・事務局）
＜放射線技術室＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 新しい骨シンチグラフィ評価用胸部ファ
ントムを用いた検出能の評価 筆頭著者 市川　　肇 核医技. 2017; 37:229-238.

2 医療被ばく低減施設認定取得への取り組
み 筆頭著者 山本　弘樹 全国自治体病協誌. 2017; 56:719-

719.

3 骨SPECT撮像の標準化に関するガイド
ライン1.0 共同著者 市川　　肇 核医技. 2017; 37:517-530.

4
小児核医学検査における99ｍTc-DMSA
シンチグラフィの適正投与量の検証を目
的とした画質評価ファントムの開発

共同著者 市川　　肇 日放線技会誌. 2017; 73:1197-1206.

5 第1章　核医学実験に必要な基礎知識
1.4　核医学実験用ファントム 共同著者 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. 2018; 
9-13.

6 第2章　ガンマカメラ実験
2.1　ガンマカメラ基礎実験 共同著者 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. 2018; 
21-30.

＜看護局＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1
症状緩和の看護ケア学習会が看護師のケ
アへの取り組みと患者との関わりに及ぼ
した効果

筆頭著者 鈴木　宏昌 日看会論集：看教育. 2018; 158-161.

2
糖尿病治療とケアのギモンQ&A40　6章
経済（4）　糖尿病の治療費はいくらくら
いかかる？

筆頭著者 山口三恵子 糖尿病ケア. 2017; 14: 1027-1027.

3
糖尿病治療とケアのギモンQ&A40　6章
経済（4）「もったいないので空打ちや
針の交換をしていない」という人にどう
指導する？

筆頭著者 山口三恵子 糖尿病ケア. 2017; 14: 1028-1028.

＜リハビリテーション技術室＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 末梢性顔面神経麻痺に対するリハビリテ
ーションのホームプログラム 筆頭著者 森嶋　直人 耳鼻・頭頸外科. 2017; 89:690-697.

2
Custom-made hinged knee brace for 
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