
Ⅵ　研究・業績



～解説～
① 医局
（1）2019 年 1 月 1 日～ 2019 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）2019 年 4 月 1 日～ 2020 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 演者
区分

1
気管支鏡検査にて菌塊を認
め集学的治療で治癒した肺
ムコール症の1例

筆頭演者 馬場　智也 第133回日本結核病学
会東海地方学会 名古屋市 2019/6/8

2 気管支鏡下生検で気管支型平滑筋腫と診断し得た1例 筆頭演者 飯島　淳司 第42回呼吸器内視鏡学
会学術集会 東京都 2019/7/8

＜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 演者
区分

1
当院でESD適応と診断した
表在型バレット食道腺癌の
検討

筆頭演者 坂巻　慶一 第15回日本消化管学会
総会学術集会 佐賀市 2019/2/1

2
当院における大腸憩室出血
に対するOTSC（Over The 
Scope Clipping）の使用経験

筆頭演者 溝上　雅也 第15回日本消化管学会
総会学術集会 佐賀市 2019/2/1

3
既存治療で効果不十分な潰
瘍性大腸炎患者に対するゴ
リムマブの治療成績

筆頭演者 山田　雅弘 第15回日本消化管学会
総会学術集会 佐賀市 2019/2/1

4
当院におけるクローン病に
対するウステキヌマブの有
効性の検討

筆頭演者 池上　脩二 第15回日本消化管学会
総会学術集会 佐賀市 2019/2/1

5 膵・胆管合流異常に合併する胆嚢癌の多施設共同研究 共同演者 松原　　浩 第105回日本消化器病
学会総会 金沢市 2019/5/9

6
当院における超音波内視鏡
下瘻孔形成術の偶発症に対
する対処法

筆頭演者 松原　　浩 第105回日本消化器病
学会総会 金沢市 2019/5/11

7 黄疸と肝機能障害を認めた鉛中毒の1例 筆頭演者 丸子鶴代史 第238回日本内科学会
東海地方会 名古屋市 2019/5/26 R

8 豊橋市における胃内視鏡検診導入の取り組み 筆頭演者 坂巻　慶一 第97回日本消化器内視
鏡学会総会 東京都 2019/5/31

9
当院における切除不能悪性
胆道狭窄に対する超音波内
視鏡ガイド下胆道ドレナー
ジの治療成績

筆頭演者 池上　脩二 第97回日本消化器内視
鏡学会総会 東京都 2019/6/1

10
切除可能膵癌の術前胆道
ドレナージにおける内視
鏡的plastic stentとmetallic 
stentの比較検討

筆頭演者 加納　佑一 第97回日本消化器内視
鏡学会総会 東京都 2019/6/2 S

11
内視鏡的治療で治癒しえた
異所性胃粘膜由来の頸部食
道腺癌の1例

筆頭演者 池上　脩二 日本消化器病学会東海
支部第130回例会 浜松市 2019/6/8

12
当院における切除不能膵
癌に対するGEM+nabPTX
併用療法および
FOLFIRINOX療法の成績

筆頭演者 加納　佑一 日本消化器病学会東海
支部第130回例会 浜松市 2019/6/8 S

13
造影超音波内視鏡検査が有
用であった膵尾部多血腫瘍
の一例

筆頭演者 小木曽拓也 日本超音波医学会第40
回中部地方会学術集会 名古屋市 2019/9/8 S

14 胆管疾患診断に対する造影超音波内視鏡検査の有用性 筆頭演者 松原　　浩 第55回日本胆道学会学
術集会 名古屋市 2019/10/3

15
胆道結石に対する斜視型内
視鏡と経皮経肝乳頭ラージバ
ルーン拡張術（PTPLBD）によ
る截石術の有用性

筆頭演者 樋口　道雄 第27回日本消化器関連
学会（JDDW2019） 神戸市 2019/11/21
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16 A型急性肝炎の最近の動向と臨床的特徴について 共同演者 浦野　文博 第27回日本消化器関連
学会（JDDW2019） 神戸市 2019/11/21

17
潰瘍性大腸炎における
NUDT15遺伝子多型と臨床
像の検討

筆頭演者 樋口　道雄 日本消化器病学会東海
支部第131回例会 名古屋市 2019/12/7

18
持続陽圧気道圧法を併用し
た胸膜癒着術が奏功した難
治性胸水の2例

筆頭演者 堀田　尋紀 日本消化器病学会東海
支部第131回例会 名古屋市 2019/12/7 S

19 小腸腫瘍における小腸カプセル内視鏡の有用性の検討 筆頭演者 加納　佑一 日本消化器病学会東海
支部第131回例会 名古屋市 2019/12/7 S

20
高度肝障害のためグレカプレ
ビル・ピブレンタスビル療法を
早期に中止したゲノタイプ3a
型C型肝硬変の1例

筆頭演者 内藤　岳人 第43回日本肝臓学会西
部会 下関市 2019/12/13

21 当院における総胆管結石に対するEPLBDの成績 筆頭演者 高田　善久 第62回日本消化器内視
鏡学会東海支部例会 名古屋市 2019/12/21

＜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 演者
区分

1
4年前より健診でBrugada型
心電図を指摘されるも精査加
療に至らず、心室細動を発症
した45歳男性の1例

筆頭演者 北川　　崇 第41回東三医学会 豊橋市 2019/3/2 R

2
肺高血圧に対し3剤併用療法
を施行している孤立性左肺
動脈欠損症の長期生存者の
1例

筆頭演者 近藤　浩幹 第238回日本内科学会
東海地方会 名古屋市 2019/5/26 S

3
急性心外膜炎で発症し、次い
で深部静脈血栓症をきたし、
PR3-ANCA陽性の血管炎が
疑われた若年女性の1例

筆頭演者 大野　裕文 第239回日本内科学会
東海地方会 名古屋市 2019/10/6 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 演者
区分

1
シャント肢側の橈骨遠位端
骨折でシャント閉塞を併発
し再建方法に苦慮した一例

筆頭演者 神谷　文隆 第64回日本透析医学会
学術集会・総会 横浜市 2019/6/30

2 IgA腎症を合併した成人発症still病の一例 筆頭演者 杉野　　希 第49回日本腎臓学会西
部学術大会 高知市 2019/10/18 S

＜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 演者
区分

1 自転車のハンドルによる外傷性甲状腺炎の1例 筆頭演者 七原　佳洋 第237回日本内科学会
東海地方会 津市 2019/2/17 S

2
基礎インスリン1日1単位未
満で管理可能であった1型
糖尿病の6例

筆頭演者 山守　育雄 第62回日本糖尿病学会
年次学術集会 仙台市 2019/5/23

3
前立腺膿瘍から肝膿瘍、精巣
上体炎を併発し治療に難渋し
た高齢者2型糖尿病の1例

筆頭演者 山守　育雄 第93回日本糖尿病学会
中部地方会 福井市 2019/9/7
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4
水酸化酵素欠損症に合併し
たPFAPA症候群が疑われ
る1例

筆頭演者 山守　育雄 第239回日本内科学会
東海地方会 岐阜市 2019/10/6

5
肝細胞癌に対するレンバチ
ニブにより破壊性甲状腺中
毒症を呈した1例

筆頭演者 廣瀬　友矩 第62回日本甲状腺学会
学術集会 前橋市 2019/10/11

＜脳神経内科＞

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

1 急性期脳梗塞患者における慢性腎臓病と予後 筆頭演者 大山　　健 第44回日本脳卒中学会
学術集会 横浜市 2019/3/23

2
病理学的に純粋型嗜銀顆粒
性認知症と診断された5例
の臨床病理学的検討

筆頭演者 岩井　克成 第60回日本神経病理学
会総会学術研究会 名古屋市 2019/7/16

3
楔前部/後部帯状回病変が
アルツハイマー病発症に関
連する

筆頭演者 横井　孝政 第60回日本神経病理学
会総会学術研究会 名古屋市 2019/7/16

4 アシクロビル脳症,急性腎障害を呈した超高齢者の一例 筆頭演者 小林　洋介 第47回日本救急医学会
総会・学術集会 東京都 2019/10/2

5

FEATURES OF CLINICAL 
SYMPTOMS AND 
PATHOLOGICAL FINDINGS 
OF 7 DEMENTED CASES
（PURE ARGYROPHILIC 
GRAIN DISEASE）

筆頭演者 Katsusige 
Iwai WCN 2019 DUBAI/

UAE 2019/10/28

＜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 演者
区分

1
濾胞性リンパ腫初回再発に
おける大量化学療法/自家
末梢血幹細胞移植の検討

筆頭演者 井本　直人 第41回日本造血細胞移
植学会総会 大阪市 2019/3/8

2

自家移植適応の初発高リス
ク多発性骨髄腫に対するカ
ルフィルゾミブ・レナリドミ
ド・デキサメサゾンによる寛
解導入療法

筆頭演者 小山　大輔 第44回日本骨髄腫学会
学術集会 名古屋市 2019/5/12

3
CyBorD 寛解導入療法を用
いた初発多発性骨髄腫に対
する自己末梢血幹細胞移植
の長期成績

筆頭演者 倉橋　信悟 第44回日本骨髄腫学会
学術集会 名古屋市 2019/5/12

4
自家末梢血幹細胞採取にお
ける幹細胞採取液HPC値によ
る幹細胞採取数予測の検討

筆頭演者 井本　直人 第67回日本輸血・細胞
治療学会学術総会 熊本市 2019/5/24

5
濾胞性リンパ腫で治療後2年
以内に再発（POD24）症例の
臨床学的特徴と治療の検討

筆頭演者 井本　直人
JSMO2019
第17回日本臨床腫瘍学
会学術集会

京都市 2019/7/18

6
初発Ph+ALLに対するダサ
チニブ併用二段化学療法
の臨床第Ⅱ相試験JALSG 
Ph+ALL213

筆頭演者 杉浦　　勇 第81回日本血液学会学
術集会 東京都 2019/10/11

7
新規3剤寛解導入療法を用
いた初発多発性骨髄腫に対
する自己末梢血幹細胞移植
の成績

筆頭演者 倉橋　信悟 第81回日本血液学会学
術集会 東京都 2019/10/12
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8

Acute Lymphoblastic 
Leukemia :Therapy, 
excluding Transplantation:
Chemo Immuno and 
Targets--Improving 
Combinations in ALL 

筆頭演者 杉浦　　勇
61st ASH Annual 
Meeting and 
Exposition

Orlando/
USA 2019/12/9

＜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 演者
区分

1
特発性脾破裂をきたしたび
まん性大細胞型B細胞リン
パ腫の一例

筆頭演者 川島　賢人 第51回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/2/11 R

2
乳癌食道転移に対する食道
バルーン拡張後穿孔を来た
し、保存的治療を行った一例

筆頭演者 長谷川琢哉 第51回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/2/11 R

3
偶発的低体温症を合併し復
温後に手術を施行した胃穿
孔の1例

筆頭演者 野中有紀子 第51回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/2/11 S

4
門脈血栓を伴う播種性血管
内凝固症候群を来した急性
虫垂炎の1例

筆頭演者 柴田　淳平 第51回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/2/11 S

5
局所進行膵頭部癌との識別
が困難であった閉塞性黄
疸・門脈狭窄を伴う腫瘤形
成性膵炎の1切除例

筆頭演者 川島　賢人 第41回東三医学会 豊橋市 2019/3/2 R

6
集学的治療で社会復帰に成
功した中結腸動脈破裂によ
る来院時心肺停止の1例

筆頭演者 梅村　将成 第55回日本腹部救急医
学会総会 仙台市 2019/3/8 S

7
単孔式腹腔鏡補助下に切除
したメッケル憩室炎穿孔の
1例

筆頭演者 荒川　拓也 第297回東海外科学会 長久手市 2019/4/7 S

8
充満した腸管ガスにより電
気メスで発火を来した絞扼
性イレウスの1例

筆頭演者 浅井　周平 第297回東海外科学会 長久手市 2019/4/7 S

9
巨大肝嚢胞の嚢胞内出血、
切迫破裂を疑った症例に対
し緊急肝外側区域切除術を
施行した1例

筆頭演者 北川　　祟 第297回東海外科学会 長久手市 2019/4/7 R

10
後腹膜気腫を来した重症急
性膵炎に対して長期ドレー
ン管理を行った1例

筆頭演者 権田　紘丈 第297回東海外科学会 長久手市 2019/4/7 S

11

The comparison for the 
resection of supra-dorsal 
segment and the other 
segments in Laparoscopic 
liver resection （LLR）

筆頭演者 Taro Aoba ILLS2019 東京都 2019/5/9-
2019/5/11

12 当院における再発鼠径ヘルニアに対する手術 筆頭演者 青葉　太郎 第17回日本ヘルニア学
会学術集会 四日市市 2019/5/24

13 食道専門医が不在の一般・地域病院での食道癌手術 筆頭演者 青葉　太郎 第73回日本食道学会学
術集会 福岡市 2019/6/6

14
dose-dense EC 療法におけ
る、ペグフィルグラスチム投与
タイミングと発熱（発熱性好中
球減少）の発生の検討

筆頭演者 吉原　　基 第27回日本乳癌学会学
術総会 東京都 2019/7/11

15
広範なDCISに対する乳房
切除術後の胸壁皮下に局所
再発を来した一例

筆頭演者 浅井真理子 第27回日本乳癌学会学
術総会 東京都 2019/7/11 S
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16 当院におけるKi-67の乳癌術後予後因子としての検討 筆頭演者 滝本愛太朗 第27回日本乳癌学会学
術総会 東京都 2019/7/11 S

17
腋窩郭清を併施する乳癌手
術におけるドレーン留置期間
の関連因子についての検討

筆頭演者 野中有紀子 第27回日本乳癌学会学
術総会 東京都 2019/7/11 S

18 回盲部憩室の後腹膜穿通による皮下膿瘍を来した1例 筆頭演者 柴田　淳平 第52回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/7/15 S

19
腹部造影CT検査にて偶発
的に発見された腸間膜由来
の成熟嚢胞性奇形腫の1例

筆頭演者 伊藤　量吾 第52回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/7/15 S

20 特発性脾破裂をきたした悪性リンパ腫の3例 筆頭演者 川島　賢人 第52回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/7/15 R

21
急性虫垂炎に併発した上腸
間膜静脈血栓症に対し保存
的加療で奏効した1例

筆頭演者 長谷川琢哉 第52回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/7/15 S

22 ロボット支援下の胃切除は術後の炎症を減じるか？ 筆頭演者 平松　和洋 第74回日本消化器外科
学会総会 東京都 2019/7/17

23 オリゴメタに対する治療アプローチ（手術 vs. 薬物療法） 筆頭演者 吉原　　基 第16回日本乳癌学会中
部地方会 名古屋市 2019/8/31

24

乳癌術後の大動脈周囲リン
パ節転移の診断が、開腹リ
ンパ節生検により悪性リン
パ腫の診断となり、化学療
法が回避できた1例

筆頭演者 権田　紘丈 第16回日本乳癌学会中
部地方会 名古屋市 2019/9/1 S

25
早期胃癌術後6年目に小腸穿
孔を契機に小腸腸間膜リンパ
節転移の診断に至った1例

筆頭演者 北川　　祟 第298回東海外科学会 岐阜市 2019/10/13 R

26
精神疾患にて他院入院中に
当院一般外科紹介となった
急性虫垂炎症例の検討

筆頭演者 権田　紘丈 第298回東海外科学会 岐阜市 2019/10/13 S

27
SILS+1ポートによる腹腔
鏡下天蓋切除を施行した
CA19-9産生脾嚢胞の1例

筆頭演者 浅井　周平 第298回東海外科学会 岐阜市 2019/10/13 S

28 当科における大腸癌同時性肝転移症例の検討 筆頭演者 有元　淳記 第57回日本癌治療学会
学術集会 福岡市 2019/10/24

29
ソナゾイド造影超音波検査
時に肝内ストロングエコー
を認め発見された無症候性
門派ガス血症の1例

筆頭演者 柴田　淳平 第81回日本臨床外科学
会総会 高知市 2019/11/16 S

30
術野消毒の新たな展開－ポビ
ドンヨードアプリケーターという
選択、無作為非劣勢比較臨
床試験の結果から－

筆頭演者 平松　和洋 第32回日本外科感染症
学会総会学術集会 岐阜市 2019/11/30

31
巨大胃GISTに対し、腹腔
鏡補助下に帝王切開の手術
痕から腫瘍を摘出した1例

筆頭演者 野中有紀子 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/5 S

32
腹腔鏡下結腸・肝同時切除
におけるドレーン挿入の注
意点

筆頭演者 青葉　太郎 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/5

33 腹腔鏡下に切除した直腸間膜内神経鞘種の1例 筆頭演者 梅村　将成 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/6 S

34 当院における胃粘膜下腫瘍に対するLECSの経験 筆頭演者 平松　和洋 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/7
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＜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 演者
区分

1 肺切除術におけるアプローチ別の術後急性期疼痛の比較 筆頭演者 橋本久実子 第36回日本呼吸器外科
学会学術集会 大阪市 2019/5/17

2 食道癌術後に肺切除術を施工した症例の検討 筆頭演者 橋本久実子 第62回関西胸部外科学
会学術集会 徳島市 2019/6/14

3
右上葉切除後膿胸に対し、
有茎広背筋及び腹直筋弁充
鎮と局所陰圧閉鎖療法で治
癒し得た一例

筆頭演者 野亦　悠史 第60回日本肺癌学会学
術集会 大阪市 2019/12/8 S

4
原発性肺癌切除後、断端再
発との鑑別を要した異時性
多発肺癌の2例

筆頭演者 橋本久実子 第60回日本肺癌学会学
術集会 大阪市 2019/12/7

＜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 演者
区分

1
病態からみた急性期/慢性
期施設入院高齢者患者の
MNS-SFによる栄養評価と
転帰の多施設研究

筆頭演者 柴田　佳久 第34回日本静脈経腸栄
養学会学術集会 東京都 2019/2/14

2
愛知県における広域災害ネ
ットワークの構築・基幹病
院担当者ー地域における行
政との関係構築

筆頭演者 柴田　佳久
第36回日本ストーマ・
排泄リハビリテーショ
ン学会総会

大阪市 2019/2/23

3
当院における炎症性腸疾患
患者の悪性腫瘍併発症例の
検討

筆頭演者 柴田　佳久 第119回日本外科学会
定期学術集会 大阪市 2019/4/18

4
乳癌根治術後胸壁再発、肺
転移再再発、内胸リンパ節
転再再発切除で長期無再発
生存している1症例

筆頭演者 柴田　佳久 第27回日本乳癌学会学
術総会 東京都 2019/7/11

5
小腸遺残尿膜管瘻を生じ外
科手術を施行したクローン
病の1例

筆頭演者 柴田　佳久 第74回日本大腸肛門病
学会学術集会 東京都 2019/10/11

6
腹腔鏡下胆嚢摘出術予定の
MRCP画像から膵管異常を
見出した膵内分泌腫瘍症例

筆頭演者 柴田　佳久 第81回日本臨床外科学
会総会 高知市 2019/11/15

＜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 演者
区分

1 S領域の帯状疱疹に排尿障害を合併した移植後症例 筆頭演者 長坂　隆治 第52回日本臨床腎移植
学会 大阪市 2019/2/14

2 腎移植で認めた足の疣贅の一例 共同演者 長坂　隆治 第52回日本臨床腎移植
学会 大阪市 2019/2/15

3 当院における献腎移植登録の状況について 筆頭演者 長坂　隆治 第41回東三医学会 豊橋市 2019/3/2

4
副甲状腺摘出手術に対する
各画像モダリティの術前局
在診断の比較検討

筆頭演者 長坂　隆治 第119回日本外科学会
定期学術集会 大阪市 2019/4/20

5
副甲状腺腫大腺の術前局在
評価におけるUSとCTの比
較検討

筆頭演者 長坂　隆治 第31回日本内分泌外科
学会総会 東京都 2019/6/14
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6 インタクトPTH値の測定キットによる差異の検討 筆頭演者 長坂　隆治 第64回日本透析医学会
学術集会・総会 横浜市 2019/6/28

7
無症候性副甲状腺機能亢進
症における術後の自覚症状
改善について

筆頭演者 長坂　隆治
第11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

名古屋市 2019/9/28

8 脳死下心臓および腹部腎単独摘出の経験と問題点 筆頭演者 長坂　隆治 第55回日本移植学会総
会 広島市 2019/10/10

9 生体部分膵・腎同時移植10年生着例の検討 共同演者 長坂　隆治 第55回日本移植学会総
会 広島市 2019/10/11

10
3DCT画像により初めて副
甲状腺腫大腺を局在診断し
えた2症例

筆頭演者 長坂　隆治 第52回日本内分泌外科
学会学術大会 東京都 2019/10/18

＜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 演者
区分

1
鎖骨近位端骨折に対する上
腕骨遠位部用ロッキングプレー
ト（DHP）とケーブルを使用し
た骨接合術

筆頭演者 三矢　　聡
第132回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

津市 2019/4/5

2

TALLIFとTITS screw
を併用してquadrangular 
osteosynthesisを行った脊椎
－骨盤不安性を伴う骨盤輪
骨折

筆頭演者 三矢　　聡
第132回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

津市 2019/4/5

3
血管吻合・腓腹筋弁・
Masquelet法で再建を行った
動脈損傷・骨・軟部組織欠損
を伴う大腿骨開放骨折の1例

筆頭演者 三矢　未来
第132回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

津市 2019/4/5

4
足関節後果のposterior pilon 
fractureに対するvariable 
angle locking plateを使用
した後方プレート固定法

筆頭演者 三矢　未来
第132回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

津市 2019/4/6

5 Femoral condyle irregularityの3例 筆頭演者 藤田　　護
第11回日本関節鏡・
膝・スポーツ整形外科
学会（JOSKAS2019）

札幌市 2019/6/14

6
腓骨頭を骨切りするSolomon 
approachでvariable angle 
locking plate固定を行った
後外側脛骨プラトー骨折

筆頭演者 桑原悠太郎 第45回日本骨折治療学
会 福岡市 2019/6/28 S

7
後外側アプローチによる整
復固定術を行った脛骨プラ
トー骨折

筆頭演者 藤田　　護 第45回日本骨折治療学
会 福岡市 2019/6/28

8
Judet approach にてロッ
キングプレートを用いて治
療を行った肩甲骨骨折

筆頭演者 福井　　順
第133回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

神戸市 2019/9/20

9
大腿骨開放Hoffa骨折に対
するhorizontal belt plate 
と posterolateral buttress 
plate を併用した内固定法

筆頭演者 三矢　　聡
第133回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

神戸市 2019/9/21

10
金属meshによる臼蓋上縁
の再建時に螺子を追加した
impaction bone grafting法
の中期成績

筆頭演者 山内　健一 第46回日本股関節学会
学術集会 宮崎市 2019/10/26

11
コラーゲン使用吸収性神経再
生誘導剤（リナーブ）の使用
経験

筆頭演者 武田　真輔
第46回日本マイクロサ
ージャリー学会学術集
会

東京都 2019/11/29
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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 演者
区分

1
リウマチ性多発筋痛症治療
におけるステロイドフリー
の予測因子の検討

筆頭演者 服部　恭典
第132回中部日本整形
外科災害外科学会・学
術集会

津市 2019/4/5

2
関節リウマチにおける生物
学的製剤治療開始後10年以
上経過した症例の検討

筆頭演者 紀平　大介 第63回日本リウマチ学
会総会・学術集会 京都市 2019/4/15

3
有害事象で直前の生物学的
製剤が中止になった関節リウ
マチにおけるアバタセプトへの
変更の有効性と安全性

筆頭演者 平野　裕司 第63回日本リウマチ学
会総会・学術集会 京都市 2019/4/15

4
関節リウマチの第1・第5足
趾MTP関節の超音波検査
におけるプローブの当て方
の検討

筆頭演者 皆元　裕子 第63回日本リウマチ学
会総会・学術集会 京都市 2019/4/15

5
関節リウマチにおけるゴリ
ムマブ治療成績－開始時疾
患活動性による検討－

筆頭演者 平野　裕司 第63回日本リウマチ学
会総会・学術集会 京都市 2019/4/16

6
背景の異なる骨粗鬆症に対
するゾレドロン酸治療成績
比較－12か月治療成績－

筆頭演者 平野　裕司 第63回日本リウマチ学
会総会・学術集会 京都市 2019/4/16

7
関節リウマチにおけるイグ
ラチモドの治療成績　－併
用薬パターン別の比較－

筆頭演者 平野　裕司 第92回日本整形外科学
会学術総会 横浜市 2019/5/12

8
身体機能評価の観点からの
関節リウマチにおける生物
学的製剤治療の評価

筆頭演者 平野　裕司 第92回日本整形外科学
会学術総会 横浜市 2019/5/12

9

GOAL-DIRECTED 
TREATMENT OF 
OSTEOPOROSIS IN 
PATIENTS WITH 
RHEUMATOID 
ARTHRITIS USING 
DENOSUMAB FOR 
THREE YEARS

筆頭演者 平野　裕司 EULAR2019（欧州リ
ウマチ学会）

Madrid/
Spain 2019/6/14

10

EFFECTS OF BIOLOGICAL 
DISEASE-MODIFYING 
ANTI-RHEUMATIC DRUG 
TREATMENT ON PHYSICAL 
ACTIVITY,MUSCLE POWER, 
AGILITY AND INHIBITION 
OF FALL IN PATIENTS 
WITH RHEUMATOID 
ARTHRITIS

筆頭演者 平野　裕司 EULAR2019（欧州リ
ウマチ学会）

Madrid/
Spain 2019/6/14

11

PERSPECTIVES OF WOMEN 
WITH CHRONIC RHEUMATIC 
DISEASES ON THEIR 
JOURNEY TO MOTHERHOOD:
COMPARISON OF SURVEYS 
FROM ASIA-PACIFIC AND 
EUROPE

共同演者 平野　裕司 EULAR2019（欧州リ
ウマチ学会）

Madrid/
Spain 2019/6/15

12

Goal-Directed Treatment 
of Osteoporosis in Patients 
with Rheumatoid Arthritis 
Using Denosumab for Three 
Years from Japanese 
Multicenter Study

筆頭演者 平野　裕司 ASBMR 2019 Orlando/
U.S.A. 2019/9/23

13
関節リウマチにおけるイグ
ラチモドの治療成績　～併
用薬パターン別の比較～

筆頭演者 平野　裕司 第31回中部リウマチ学
会 新潟市 2019/9/27
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14 当院における関節リウマチ患者死亡例の検討 筆頭演者 小杉山裕亘 第31回中部リウマチ学
会 新潟市 2019/9/27

15
背景の異なる骨粗鬆症に対
するゾレドロン酸治療成績
比較－12か月治療成績－

筆頭演者 平野　裕司 第31回中部リウマチ学
会 新潟市 2019/9/27

16
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31回中部リウマチ学
会 新潟市 2019/9/27

17
メトトレキサート（MTX）投薬
中に妊娠に至った関節リウマ
チの2例

筆頭演者 桑原悠太郞 第31回中部リウマチ学
会 新潟市 2019/9/28 S

18

実臨床における治療目的を目
指した関節リウマチの骨粗鬆
症における薬物治療－多施
設研究TBCR-BONEよりデノ
スマブ3年の治療成績－

筆頭演者 平野　裕司 第21回日本骨粗鬆症学
会 神戸市 2019/10/12

19
当科におけるリウマチ性多
発筋痛症患者の骨粗鬆症治
療と骨脆弱性骨折

筆頭演者 紀平　大介 第21回日本骨粗鬆症学
会 神戸市 2019/10/13

20
背景の異なる骨粗鬆症に対
するゾレドロン酸治療成績
比較－12か月治療成績－

筆頭演者 平野　裕司 第21回日本骨粗鬆症学
会 神戸市 2019/10/13

21
当科における高齢関節リウ
マチ患者の患者背景・薬物
治療・疾患活動性の現状

筆頭演者 平野　裕司 第47回日本関節病学会 福岡市 2019/11/21

22
関節リウマチにおけるアダ
リムマブのシリンジ製剤か
らペン型製剤への変更に関
するアンケート調査

筆頭演者 小杉山裕亘 第34回日本臨床リウマ
チ学会 名古屋市 2019/11/30

23
関節リウマチにおける先
行抗TNF3製剤の長期継続
率の調査－Toyohashi RA 
Database（TRAD）より－

筆頭演者 平野　裕司 第34回日本臨床リウマ
チ学会 名古屋市 2019/11/30

24

実臨床における治療目標を目
指した関節リウマチの骨粗鬆
症における薬物治療－多施
設研究TBCR-BONEよりデノ
スマブ3年の治療成績－

筆頭演者 平野　裕司 第34回日本臨床リウマ
チ学会 名古屋市 2019/12/1

25

関節リウマチの合併骨粗鬆症
に対するデノスマブ治療にお
いて、ビスホスホネート製剤前
治療の有無により治療効果へ
の影響の比較検討

筆頭演者 服部　恭典 第34回日本臨床リウマ
チ学会 名古屋市 2019/12/1

26
関節リウマチ患者の生物学
的製剤開始時におけるTKA・
膝関節破壊進行のリスク因子
の検討

筆頭演者 紀平　大介 第34回日本臨床リウマ
チ学会 名古屋市 2019/12/1

＜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 演者
区分

1 腰椎・胸腰椎移行部骨折の手術治療成績 筆頭演者 岡田　裕也 第48回日本脊椎脊髄病
学会学術集会 横浜市 2019/4/19
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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 演者
区分

1 頭部外傷患者の高次脳機能の分析 筆頭演者 雄山　博文 第42回日本脳神経外傷
学会 淡路市 2019/3/9

2
当院に於いてt-PAによる血
栓溶解療法もしくは血栓回
収療法を行った脳梗塞患者
の原疾患の分析

筆頭演者 雄山　博文 第48回日本脳卒中の外
科学会学術集会 横浜市 2019/3/22

3
非結核性抗酸菌症に対する
治療経過中に脳空気塞栓症
による脳梗塞を発症した1例

筆頭演者 清水　大輝 第44回日本脳卒中学会
学術集会 横浜市 2019/3/23 S

4 感染性硬膜下血腫の3例 筆頭演者 橋田　美紀 第96回日本脳神経外科
学会中部支部学術総会 岐阜市 2019/4/20 S

5
放射線照射とベバシズマブ
が有効であった膠芽腫の髄
腔内播種の1例

筆頭演者 雄山　博文 第34回日本脊髄外科学
会 札幌市 2019/6/20

6 当院で治療した原発生悪性脳腫瘍の経験 筆頭演者 雄山　博文 第24回日本脳腫瘍の外
科学会 浜松市 2019/9/14

7 当院で経験した右左シャントに脳腫瘍を合併した2例 筆頭演者 清水　大輝 第97回日本脳神経外科
学会中部支部学術集会 金沢市 2019/9/21 S

8
頭蓋内出血による著明な脳圧
亢進を来し、超緊急の塞栓術、
開頭術を必要とした、硬膜動
静脈瘻、脳動静脈奇形の2例

筆頭演者 雄山　博文 日本脳神経外科学会第
78回学術総会 大阪市 2019/10/11

9 中枢神経系IgG4関連疾患の1例 筆頭演者 若林　健一 日本脳神経外科学会第
78回学術総会 大阪市 2019/10/11

＜小児科＞

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

1 ＃8000事業における情報収集分析 共同演者 小山　典久 第122回日本小児科学
会学術集会 金沢市 2019/4/19

2 新生児脳症症状を呈した単純脳回の1例 筆頭演者 杉本　真里 第61回日本小児神経学
会学術集会 名古屋市 2019/5/31

3 帯状回に限局した抗MOG体陽性急性脳炎の1例 筆頭演者 相場　佳織 第61回日本小児神経学
会学術集会 名古屋市 2019/6/1

4
新生児・乳児貧血のトピックス
血液製剤の使用指針改訂に
ともなう新生児・小児輸血

筆頭演者 小山　典久
第29回日本産婦人科・
新生児血液学会学術集
会

名古屋市 2019/6/8

5
小児に対する家庭内トリアー
ジの推進　小児科勤務医と
＃8000　病院時間外外来診
療に対する＃8000の影響

筆頭演者 小山　典久 第33回日本小児救急医
学会学術集会

さいたま
市 2019/6/21

6
核型46，XY，der（18）t（11;18）
（p15.3;q21.1）を示した
Beckwith-Weidemann症候
群の1例

筆頭演者 藤本　真徳 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/13 S

7 NAVAの展望　～骨系統疾患新生児の治療と呼吸管理～ 筆頭演者 杉本　真里 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/14

8
胎児期に発症した両側性静
脈性梗塞を伴う脳室内出血
の1例

筆頭演者 谷村　知繁 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/14
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9
シベレスタットナトリウム
を使用した早産児3例のカ
ルニチン動態に関する検討

筆頭演者 鵜飼　聡士 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/15 S

10 ポスター発表7骨・カルシウム代謝1 筆頭演者 田中　達之 第53回日本小児内分泌
学会学術集会 京都市 2019/9/26

11 新生児輸血の実際-新生児特有の問題点- 筆頭演者 小山　典久 第43回日本血液事業学
会総会 仙台市 2019/10/2

12
科学的根拠に基づいた小児
輸血のガイドライン　新生
児領域の交換輸血

筆頭演者 小山　典久
第26回日本輸血・細胞
治療学会秋季シンポジ
ウム

東京都 2019/11/15

13 Campomelic dysplasiaの兄弟例 筆頭演者 松林　広樹 第64回日本新生児成育
医学会・学術集会 鹿児島市 2019/11/27 S

14
当院における18トリソミー
および13トリソミーの予後
についての検討

筆頭演者 安田　昌広 第64回日本新生児成育
医学会・学術集会 鹿児島市 2019/11/28

15
アラート機能付リアルタイ
ムCGMが有用だった糖尿
病3型の一例

筆頭演者 竹内　　幸 第29回臨床内分泌代謝
Update 高知市 2019/11/29

16
新生児蘇生法インストラク
ターフォローアップトライ
アルコースの検証

筆頭演者 杉浦　崇浩 第64回日本新生児成育
医学会・学術集会 鹿児島市 2019/11/28

17

鶏卵は摂取できるがウズラ
卵の摂取で嘔吐症状を繰り
返したfood protein-induced 
enterocolitis syndromeの1
例

筆頭演者 山本　佳菜 第275回日本小児科学
会東海地方会 名古屋市 2019/2/10

＜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 演者
区分

1
子宮頸部腫瘍像を呈した深
部子宮内膜症の後膣円蓋浸
潤の1例

筆頭演者 藤田　　啓
第40回日本エンドメト
リオーシス学会学術講
演会

東京都 2019/1/20

2
婦人科におけるロボット支
援下手術のラーニングカー
ブについて

筆頭演者 梅村　康太 第11回日本ロボット外
科学会学術集会 名古屋市 2019/1/26

3
ロボット支援下子宮体癌手
術の手技を腹腔鏡下手術、
開腹術に活かす

筆頭演者 梅村　康太 第41回日本産婦人科手
術学会 東京都 2019/2/3

4
ロボット支援子宮体癌手術
導入時の工夫と注意点につ
いて

筆頭演者 梅村　康太 第7回日本婦人科ロボ
ット手術学会 倉敷市 2019/2/8

5
良性疾患に対するロボット
支援腹腔鏡下子宮全摘術の
現状と今後

筆頭演者 長尾有佳里 第7回日本婦人科ロボ
ット手術学会 倉敷市 2019/2/8

6
当院における若手医師のロ
ボット支援下子宮全摘出術
執刀への道のり

筆頭演者 植草　良輔 第7回日本婦人科ロボ
ット手術学会 倉敷市 2019/2/8

7
ロボット支援下手術のセッ
トアップと助手の役割～助
手から見た留意点～

筆頭演者 河合　要介 第7回日本婦人科ロボ
ット手術学会 倉敷市 2019/2/9

8 当院におけるロボット支援子宮体癌根治手術の治療成績 筆頭演者 永井　智之 第7回日本婦人科ロボ
ット手術学会 倉敷市 2019/2/9

9
リファンピシン耐性肺結核
合併にて妊娠継続困難とな
った1例

筆頭演者 古井　憲作 第41回東三医学会 豊橋市 2019/3/2 S
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10
子宮頸癌・子宮体癌術後の
下肢リンパ浮腫発症予知に
おけるCT評価

筆頭演者 窪川　芽衣 第3回日本リンパ浮腫
学会総会 東京都 2019/3/2 S

11
産後の胎盤遺残に対し子宮
内容除去術後に子宮穿孔 ･
小腸脱出を起こし外科的治
療を要した1例

筆頭演者 國島　温志 第55回日本腹部救急医
学会総会 仙台市 2019/3/8

12
リスク・ベネフィットバランスを考
慮したジエノゲストの使用法
～当院におけるジエノゲスト
処方状況より～

筆頭演者 河合　要介 第139回東海産科婦人
科学会 名古屋市 2019/3/10

13
骨盤臓器脱手術後再発例に
対する腹腔鏡下仙骨腟固定
術は有効か

筆頭演者 長尾有佳里 第13回日本骨盤臓器脱
手術学会学術集会 宜野湾市 2019/3/23

14 当院におけるロボット支援下手術について 筆頭演者 梅村　康太 第71回日本産科婦人科
学会学術講演会 名古屋市 2019/4/13

15
卵巣悪性腫瘍におけるヒト精
巣上体蛋白4（HE4）の有用
性の検討

筆頭演者 山田友梨花 第71回日本産科婦人科
学会学術講演会 名古屋市 2019/4/13 S

16
卵巣癌、卵管癌、腹膜癌に
対するBevacizumab投与症
例の中期的予後解析

筆頭演者 河合　要介 第71回日本産科婦人科
学会学術講演会 名古屋市 2019/4/13

17 子宮頸部 Myeloid sarcoma の1例 筆頭演者 河合　要介 第60回日本臨床細胞学
会総会（春期大会） 東京都 2019/6/9

18
外科と産婦人科の腹腔鏡下
同時手術の経験～他科との
連携よるコラボレーション
手術～

筆頭演者 河合　要介 第44回日本外科系連合
学会学術集会 金沢市 2019/6/21

19
ジエノゲスト投与中に卵巣
明細胞癌を発症した卵巣子
宮内膜症性嚢胞の1例

筆頭演者 野崎　雄揮 第109回愛知産科婦人
科学会学術講演会 名古屋市 2019/6/29 S

20 子宮頸部腺癌pT1b1症例の予後検討 筆頭演者 長尾有佳里 第61回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 新潟市 2019/7/4

21
急性骨髄性白血病寛解後に
髄外孤立再発を呈した子宮頸
部 Myeloid sarcoma の1例

筆頭演者 河合　要介 第61回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 新潟市 2019/7/4

22 子宮体癌に対するロボット支援下手術について 筆頭演者 梅村　康太 第61回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 新潟市 2019/7/4

23
婦人科悪性腫瘍による難治性
胸腹水症に対する濾過濃縮
再静注法の有効性と安全性

筆頭演者 宮本絵美里 第61回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 新潟市 2019/7/5 S

24 子宮頸癌手術におけるセンチネルリンパ節生検の現状 筆頭演者 永井　智之 第61回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 新潟市 2019/7/6

25 明日からできる腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清 筆頭演者 梅村　康太 第61回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 新潟市 2019/7/6

26
当院で周産期管理を行った
子宮腺筋症合併妊娠におけ
る児の出生体重についての
検討

筆頭演者 鈴木　邦昭 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/14 S

27
乳癌合併妊娠7例の妊娠分
娩管理およびその後の予後
の検討について

筆頭演者 尾瀬　武志 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2020/7/14 S

28
妊娠中期に常位胎盤早期剥
離を発症した原発性アルドス
テロン症の3例

筆頭演者 嶋谷　拓真 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/13 S

29 当院における周産期死亡に関する検討 筆頭演者 矢吹　淳司 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/13
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30
出生前診断により生後速や
かに酵素補充療法を開始で
きた周産期型低フォスファ
ターゼ症の一例

筆頭演者 長尾有佳里 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/13

31 当院で経験した急性虫垂炎合併妊娠の13例 筆頭演者 古井　憲作 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/14 S

32
当院で経験した妊孕性温
存可能であった帝王切開瘢
痕部妊娠（cesarean scar 
pregnancy;CSP）の4例

筆頭演者 植草　良輔 第55回日本周産期･新
生児医学会学術集会 松本市 2019/7/14

33
周産期低ホスファターゼ症
が疑われたが、出生後の遺
伝子解析で骨形成不全症と
確定診断された一例

筆頭演者 野崎　雄揮
臨床遺伝2019 in 
Sapporo 第43回日本遺
伝カウンセリング学会

札幌市 2019/8/2 S

34

羊水染色体検査で8番染色
体に不明瞭部位を認め，出
生後のマイクロアレイ検査
で8番染色体の部分トリソ
ミーと診断した一例

筆頭演者 白石　佳孝
臨床遺伝2019 in 
Sapporo 第43回日本遺
伝カウンセリング学会

札幌市 2019/8/3 S

35
同胞再発を認めた胎児屈曲
肢異形成症の出生前診断お
よび遺伝カウンセリング経験

筆頭演者 岡田真由美
臨床遺伝2019 in 
Sapporo 第43回日本遺
伝カウンセリング学会

札幌市 2019/8/2

36
正常核型のcystic hygroma
を繰り返した一症例の遺伝カ
ウンセリングについての検討

筆頭演者 山田友梨花
臨床遺伝2019 in 
Sapporo 第43回日本遺
伝カウンセリング学会

札幌市 2019/8/4 S

37 ロボット支援下骨盤内リンパ節郭清のTips & Pitfalls 筆頭演者 河合　要介 第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 京都市 2019/9/12

38
腎移植手術後の患者に対し
て腹腔鏡下単純子宮全摘術
を施行した症例

筆頭演者 矢吹　淳司 第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 京都市 2019/9/12

39 腹腔鏡下子宮全摘術後に卵巣捻転を繰り返した一例 筆頭演者 山田友梨花 第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 京都市 2019/9/12 S

40 腹腔鏡下子宮全摘術の標準化と教育について 筆頭演者 宮本絵美里 第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 京都市 2019/9/12 S

41
婦人科領域におけるロボッ
ト支援下手術の定型化と進
歩に向けて　～豊橋市民病
院での取り組み～

筆頭演者 長尾有佳里 第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 京都市 2019/9/12

42
帝王切開瘢痕症候群のため
腹腔鏡下子宮全摘出術を施
行した2例

筆頭演者 嶋谷　拓真 第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 京都市 2019/9/13 S

43 当院におけるロボット支援下手術の現況と将来展望 筆頭演者 梅村　康太 第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 京都市 2019/9/14

44 腹腔鏡内異物と誤認した術後レントゲン異常影の一例 筆頭演者 永井　智之 第59回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 京都市 2019/9/14

45
婦人科癌性胸腹水に対する
濾過濃縮再静注法の有効性
と安全性　～30症例133回
の検討より～

筆頭演者 河合　要介 第57回日本癌治療学会
学術集会 福岡市 2019/10/26

46
卵巣奇形腫を伴う抗NMDA
受容体抗体脳炎の4症例～
手術時期と転帰との関連～

筆頭演者 河合　要介 第34回日本女性医学学
会学術集会 福岡市 2019/11/2

47 当院初診時15歳以下の患者の検討 筆頭演者 岡田真由美 第34回日本女性医学学
会学術集会 福岡市 2019/11/3

48
第1子に屈曲異形成症を発症
し第2子にも同胞再発を疑う
所見あり中絶に至った一例

筆頭演者 服部　渉 日本人類遺伝学会　第
64回大会 長崎市 2019/11/8 S
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49
ZMPSTE24遺伝子の新規変
異が同定されたRestrictive 
dermopathyの姉妹例

筆頭演者 河合　要介 日本人類遺伝学会　第
64回大会 長崎市 2019/11/7

50
当院における腹腔鏡下傍大
動脈リンパ節郭清術を施行
した子宮体癌症例の治療成
績について

筆頭演者 植草　良輔 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/5

51 鏡視下SNNS手術における最適なトレーサー選択の検討 筆頭演者 永井　智之 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/6

52 鏡視下時代における子宮頸癌センチネルリンパ節生検 筆頭演者 梅村　康太 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/6

53
ロボット支援下手術のラー
ニングカーブと注意点・視
野展開

筆頭演者 野崎　雄揮 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/7 S

54
子宮体癌に対する腹腔鏡下
手術の手術成績と再発・合
併症例の検討

筆頭演者 長尾有佳里 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/7

55
当院における腹腔鏡下仙骨
膣固定術のシングルメッシ
ュ法およびダブルメッシュ
法の治療成績の比較検討

筆頭演者 古井　憲作 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/7 S

56 ロボット支援下骨盤内リンパ節郭清のTips&&Pitfalls 筆頭演者 河合　要介 第32回日本内視鏡外科
学会総会 横浜市 2019/12/7

57
胎児期発症アデニロコハク
酸リアーゼ（ADSL）欠損
症の一例

筆頭演者 岡田真由美
第5回日本産科婦人科
遺伝診療学会学術講演
会

東京都 2019/12/20

＜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 演者
区分

1
ジエノゲストによる子宮内
膜症・子宮腺筋症治療を約
10年間継続中の一例

筆頭演者 安藤　寿夫
第40回日本エンドメト
リオーシス学会学術講
演会

東京都 2019/1/20

2
ヒト射出精液培養検査：タイム
ラプス胚培養でのART反復
不成功例で疑う細菌の関与

筆頭演者 安藤　寿夫 第19回日本生殖工学会
学術講演会 大阪市 2019/2/16

3
約10年ジエノゲストによる
子宮内膜症治療を行った子
宮腺筋症合併例

筆頭演者 安藤　寿夫 第71回日本産科婦人科
学会学術講演会 名古屋市 2019/4/13

4
生殖医療受療患者の葉酸・
亜鉛欠乏のスクリーニング
検査研究

筆頭演者 國島　温志 日本不妊カウンセリン
グ学会第18回学術集会 東京都 2019/6/7

5
Piezo-ICSI受精胚の胚自動
評価システムEevaによる
発生評価

筆頭演者 鈴木　範子 第41回中部生殖医学会
学術集会 長久手市 2019/6/15

6
自動タイムラプスインキュベー
ターにタイムラプス歴10年の
培養士スキルは活かせるか

筆頭演者 古井　憲作 第22回日本IVF学会学
術集会 福岡市 2019/10/6 S

7
挙児希望女性における亜鉛
不足の現状とプレコンセプ
ションケアにおける課題

筆頭演者 宮本絵美里 第22回日本IVF学会学
術集会 福岡市 2019/10/6 S

8 プレコンセプションケアとして新たに着眼する亜鉛欠乏 筆頭演者 安藤　寿夫 第34回日本女性医学学
会学術集会 福岡市 2019/11/2

9 3D超音波で移植ポイントが明かな症例の妊娠転帰 筆頭演者 安藤　寿夫 第64回日本生殖医学会
学術講演会・総会 神戸市 2019/11/8

10 経腟超音波ガイド下胚移植における3D座標の考案 筆頭演者 古井　憲作 第64回日本生殖医学会
学術講演会・総会 神戸市 2019/11/8 S
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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 演者
区分

1 鼻中隔に発生した腺様嚢胞癌の一症例 筆頭演者 小澤泰次郎
第29回日本頭頸部外科
学会総会ならびに学術
講演会

仙台市 2019/1/25

2
咽頭全摘術患者における栄
養学的予後指数と縫合不全
との関係

筆頭演者 小澤泰次郎 第34回日本静脈経腸栄
養学会学術集会 東京都 2019/2/15

3
喉頭全摘術患者における栄
養学的予後指数と縫合不全
との関係

筆頭演者 小澤泰次郎 第43回日本頭頸部癌学
会 金沢市 2019/6/14

4
ニボルマブの投与により皮
膚障害および下垂体機能低
下症を発症した蝶形骨洞癌
の1例

筆頭演者 山口　慎人 第43回日本頭頸部癌学
会 金沢市 2019/6/14

5
側頭骨病変を契機に診断さ
れたランゲルハンス細胞組
織球症の1例

筆頭演者 朝岡　龍博 第81回耳鼻咽喉科臨床
学会総会・学術講演会 名古屋市 2019/6/27 S

6 Fisher症候群の2症例 筆頭演者 玉井ひとみ 第81回耳鼻咽喉科臨床
学会総会・学術講演会 名古屋市 2019/6/28

7 外耳道腺様嚢胞癌の2例 筆頭演者 小澤泰次郎 第29回日本耳科学会総
会・学術講演会 山形市 2019/10/11

8
難治性BPPVに持続性知覚
性姿勢誘発めまいを併発し
認知行動療法にて症状が著
明に改善した1症例

筆頭演者 福島　諒奈 第78回日本めまい平衡
医学会総会学術講演会 富山市 2019/10/25 S

＜皮膚科＞

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

1
後縦隔神経鞘腫切除後に、
左上肢の発汗障害と左肩甲
部に限局した脱色素斑を認
めた1例

筆頭演者 山下　雄太 第287回日本皮膚科学
会東海地方会 名古屋市 2019/3/10 S

2
浮腫性紅斑を呈した
Mycobacterium 
intracellulareによる非結核
性抗酸菌感染症の1例

筆頭演者 太田　早紀 第290回日本皮膚科学
会東海地方会 名古屋市 2019/12/15 S

3
腫瘍切除と局所皮弁による
再建を施行した肛門周囲乳
房外Paget病3例の検討

筆頭演者 山下　雄太 第290回日本皮膚科学
会東海地方会 名古屋市 2019/12/15 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 演者
区分

1

Effi  cacy of docetaxel and 
androgen receptor axis-
targeted agents in castration-
resistant prostate cancer 
patients with intraductal 
carcinoma of the prostate.

筆頭演者 Akiyuki 
Yamamoto

Genitourinary Cancers 
Symposium

San 
Francisco/
USA

2019/2/14

2

Intraductal carcinoma of 
the prostate（IDC-P）を有す
る去勢抵抗性前立腺癌に対
するドセタキセルと新規ホルモ
ン治療薬（ARAT）の有効性
の検討

筆頭演者 山本　晃之 第107回日本泌尿器科
学会総会 名古屋市 2019/4/18
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3
ｃT1aの腎腫瘍に対してミ
ニマム創腎部分切除術を施
行し、腫瘍底部に静脈進展
を伴った1例

筆頭演者 永山　　洵 第107回日本泌尿器科
学会総会 名古屋市 2019/4/19

4 去勢抵抗性前立腺癌に対するRa-223の治療経験 筆頭演者 寺島　康浩 第107回日本泌尿器科
学会総会 名古屋市 2019/4/19

5
IDC-Pを有するCRPC患者
に対するカバジタキセルの
有用性の検討

筆頭演者 内藤　祐志 第107回日本泌尿器科
学会総会 名古屋市 2019/4/20

6

ADT施行中非転移性前立
腺癌患者に対するＦRAXを
用いた骨折リスク評価とゾレド
ロン酸5㎎の年単回投与の骨
密度改善効果の検討

筆頭演者 小嶋　一平 第107回日本泌尿器科
学会総会 名古屋市 2019/4/20

7
豊橋市民病院における局所
進行膀胱癌に対する膀胱温
存療法の評価

筆頭演者 山本　晃之
JSMO2019
第17回日本臨床腫瘍学
会学術集会

京都市 2019/7/18

8
傾向スコアマッチングによ
るCRPCに対するdocetaxel
とARATの効果の比較

筆頭演者 山本　晃之 第57回日本癌治療学会
学術集会 福岡市 2019/10/25

9
M0 CRPCに対するアビラテロ
ンの有効性の検討（M1との
比較）

筆頭演者 山本　晃之 日本泌尿器腫瘍学会第
5回学術集会 福岡市 2019/10/27

10 当院におけるニボルマブの使用経験 筆頭演者 寺島　康浩 第69回日本泌尿器科学
会中部総会 大阪市 2019/10/31

11 当院におけるロボット支援腎部分切除術の初期経験 筆頭演者 小嶋　一平 第33回日本泌尿器内視
鏡学会総会 京都市 2019/11/22

12
豊橋市民病院における腹腔
鏡下小切開腎部分切除術の
中長期成績

筆頭演者 小嶋　一平
第12回日本ミニマム創
泌尿器内視鏡外科学会
学術集会

東京都 2019/12/22

＜麻酔科＞

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

1
乳児（口唇口蓋裂児）の末梢
静脈路確保・超音波ガイド法
の臨床的有用性

筆頭演者 稲生　光春 日本麻酔科学会第66回
学術集会 神戸市 2019/5/30

2
BMI40を超える病的肥満妊
婦の帝王切開に対し、座位の
脊髄くも膜下麻酔における局
所麻酔の適切な投与量とは

筆頭演者 藤田　靖明 日本臨床麻酔学会第39
大会 軽井沢町 2019/11/7

3
ICUでCVCIに陥った高度
肥満の喘息重積発作患者に
対し緊急で気道管理を依頼
された症例

筆頭演者 齊藤　公紹 日本臨床麻酔学会第39
大会 軽井沢町 2019/11/7

4 未破裂動脈瘤合併妊婦の帝王切開麻酔管理の1例 筆頭演者 藤田　靖明 第123回日本産科麻酔
学会学術集会 東京都 2019/11/23

＜救急科＞

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

1
外頚動脈損傷により気道閉
塞を来した von 
Recklinghausen病の1例

筆頭演者 斗野　敦士 第47回日本救急医学会
総会・学術集会 東京都 2019/10/2
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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 演者
区分

1
放射線治療を施行した骨転
移患者の予後　－片桐らによ
る新旧の予後スコアの比較－

筆頭演者 石原　俊一
第52回日本整形外科学
会　骨・軟部腫瘍学術
集会

川越市 2019/7/12

2 声門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166回中部地方会 金沢市 2019/7/14

3 声門癌の放射線治療成績 筆頭演者 石原　俊一 日本放射線腫瘍学会　
第32回学術大会 名古屋市 2019/11/22

＜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 演者
区分

1

本態性血小板血症を伴った
口蓋部扁平上皮癌の1例
A case of squamous cell 
carcinoma of the hard 
palate with essential 
thrombocythemia

筆頭演者 寺沢　史誉 第37回日本口腔腫瘍学
会総会・学術大会 長崎市 2019/1/24

2 ダウン症候群患者に生じた下唇癌の1例 筆頭演者 藤田　珠理 第37回日本口腔腫瘍学
会総会・学術大会 長崎市 2019/1/24 S

3
長期に観察を行ったオトガ
イ部若年性梁状骨形成線維
腫の1例

筆頭演者 近藤　佑亮 第73回日本口腔科学会
学術集会 川越市 2019/4/21 S

4 病院歯科口腔外科における医科歯科連携の現状と課題 筆頭演者 嘉悦　淳男 第30回日本医学会総会
　2019　中部 名古屋市 2019/4/28

5 両側性鼻歯槽嚢胞の1例 筆頭演者 松岡　路子 第62回NPO法人日本口
腔科学会中部地方部会 名古屋市 2019/10/6 R

6
舌腫脹を契機に診断に至っ
た多発性骨髄腫続発性アミ
ロイドーシスの1例

筆頭演者 藤田　珠理 第64回日本口腔外科学
会総会・学術大会 札幌市 2019/10/25 S
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研究会発表（医局）
＜総合内科＞

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

1 地域がん診療連携拠点病院におけるACP普及の取り組み 筆頭演者 稲垣　大輔 日本ACP研究会　第4
回年次大会 春日井市 2019/9/15

＜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 演者
区分

1 膵尾部多血性腫瘍の1例 筆頭演者 小木曽拓也 第20回東海腹部エコー
研究会 名古屋市 2019/6/22 S

2 症例提示 筆頭演者 溝上　雅也 第586回東海胃腸疾患
研究会 名古屋市 2019/11/15

＜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 演者
区分

1 左主幹部分岐部病変コース コメン
テーター 成瀬　賢伸 第26回東海ライブ研究

会 豊橋市 2019/2/9

2 SSc-PAH症例の治療経験 筆頭演者 佐藤　文明 第5回東三河PHカンフ
ァレンス 豊橋市 2019/2/22

3
RCACTOを伴うLMTDの治
療に対する戦略～SYNTAX
Ⅱ strategy によるPCI戦略を
どうとらえるか？～

コメン
テーター 成瀬　賢伸 第36回PICASSO 名古屋市 2019/5/11

4 高度石灰化を伴うLMT－LADの興味深い治療の一例
コメン
テーター 成瀬　賢伸 第36回PICASSO 名古屋市 2019/5/11

5 LIVE DEMONSTRATION 分岐部コース
コメン
テーター 成瀬　賢伸 第9回豊橋ライブデモン

ストレーションコース 豊橋市 2019/6/21

6 PCSK9阻害薬を必要とする症例とは？ パネリスト 佐藤　文明 東三河CV Premium 
Conference 豊橋市 2019/8/1

7
心臓再同期療法によってカ
テコラミン依存状態から脱
した心原性ショックの一例

筆頭演者 深谷　兼次 豊橋内科医会研修会 豊橋市 2019/9/26

8
高齢者心房細動のトータル
ケア ～今現場ではどのよ
うに考えているのか～

パネリスト 冨田　崇仁 第二回高齢者心房細動
のトータルケア講演会 豊橋市 2019/11/19

9 浅大腿動脈 共同企画ライブ コメン
テーター 成瀬　賢伸 CPAC 2019 豊橋市 2019/11/30

10
SyncVisionとIntraSightを
用いてPCIを実施したLAD
びまん性病変の一例

コメン
テーター 成瀬　賢伸 第37回PICASSO 名古屋市 2019/12/14

＜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 演者
区分

1
SGLT2阻害薬の投与により
正常血糖ケトアシドーシス
を呈した1型糖尿病の一例

筆頭演者 西田　泰之 第41回東三医学会 豊橋市 2019/3/2 R

2
CDC73遺伝子のエクソン
7-17に欠失をみとめた家族
性副甲状腺癌の1例

筆頭演者 山守　育雄 第16回愛知甲状腺研究
会 名古屋市 2019/6/20
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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 演者
区分

1

再発急性前骨髄球性白血病
の寛解導入療法中にムーコル
による壊疽性虫垂炎を来し手
術およびリポソーマルアルホテ
リシンBで治療した経験

筆頭演者 黒川　貴司 第20回血液疾患感染症
カンファレンス 名古屋市 2019/9/20

＜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 演者
区分

1 当院での右開胸開腹による食道手術の周術期管理 筆頭演者 青葉　太郎 第63回名古屋腫瘍外科
　内外研究会 名古屋市 2019/1/12

2
原発不明肝腫癌と進行直腸
癌に対して、腹腔鏡下肝部分
切除術とロボット支援腹腔鏡
下直腸切除術を行った1例

筆頭演者 伊藤　量吾 第23回愛知内視鏡外科
研究会 名古屋市 2019/2/16 S

3 腹腔鏡下に切除した肝外発育性血管腫の1例 筆頭演者 前田　周良 第23回愛知内視鏡外科
研究会 名古屋市 2019/2/16 S

＜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 演者
区分

1 生体部分膵・腎同時移植の1例について-10年間の報告- 共同演者 長坂　隆治 第46回日本膵・膵島移
植研究会 名古屋 2019/3/8

2
献腎移植後の移植腎機能不
良により三次性副甲状腺機能
亢進症治療に苦慮した一例

筆頭演者 長坂　隆治 第30回東海北陸腎不全
治療研究会 名古屋 2019/3/16

3
最近の二次性・三次性副甲状
腺機能亢進症に対するPTx
手術で苦慮していること～1年
半の10症例を振り返って～

筆頭演者 長坂　隆治 第22回東海ROD研究
会 名古屋 2019/7/27

＜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 演者
区分

1 アキレス腱部難治性皮膚潰瘍の1例 筆頭演者 武田　真輔 第7回伊豆整形外傷ス
プリングセミナー 三島市 2019/4/13

2

重度下腿開放骨折に対する
Taylor spatial frame（TSF）
を使用した治療-骨・軟部組
織欠損に対してtemporary 
intentional shortening and 
deformation（TISAD）を
併用したacute shortening 
and gradual lengthening
（ASAGL）で再建した後、尖
足拘縮に対してTSFを使用し
た松下法で治療した1例-

筆頭演者 三矢　　聡 第6回日本重度四肢外
傷シンポジウム 札幌市 2019/7/13
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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 演者
区分

1
関節リウマチにおけるゴリ
ムマブ治療成績～開始時疾
患活動性による検討～

筆頭演者 平野　裕司 第55回東三河リウマチ
研究会 豊橋市 2019/4/6

2
THA術後反復脱臼に対す
る dual mobility cup　を用
いた人工股関節再置換術

筆頭演者 紀平　大介 第55回東三河リウマチ
研究会 豊橋市 2019/4/6

3 関節リウマチにおける関節エコーの撮像方向の比較検討 筆頭演者 皆元　裕子 第55回東三河リウマチ
研究会 豊橋市 2019/4/6

4
乾癬性関節炎患者への
Ustekinumab（UST）の使用
経験

筆頭演者 紀平　大介 三河脊椎関節炎フォー
ラム2019 豊橋市 2019/4/20

5
ｃｓDMARDｓ投与中のRA患
者における血中IL-6・TNF-α
濃度の検討

筆頭演者 小杉山裕亘 第7回愛知DMARDｓ
研究会 名古屋市 2019/10/19

6
身体機能評価の観点からの
関節リウマチにおける生物
学的製剤治療の評価

筆頭演者 平野　裕司 第56回東三河リウマチ
研究会 豊橋市 2019/10/26

7
背景の異なる骨粗鬆症に対
するゾレドロン酸治療成績
比較-12か月治療成績-

筆頭演者 平野　裕司 第12回三河骨粗鬆症研
究会 豊橋市 2019/11/9

8 手指関節における撮像方向の検討 筆頭演者 皆元　裕子 第6回三河関節エコー
研究会 名古屋市 2019/12/14

＜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 演者
区分

1 治療に難渋した結核性脊椎炎の1例 筆頭演者 岡田　裕也 第91回東海脊椎脊髄病
研究会学術集会 名古屋市 2019/6/8

＜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 演者
区分

1 当院におけるAIS治療について 筆頭演者 伊藤　真史 第1回三河AIS研究会 豊橋市 2019/6/21

2 悪性神経膠腫に併発する症候性てんかんについて 筆頭演者 雄山　博文 てんかん診療連携学術
講演会 豊橋市 2019/6/28

3 虚血性脳卒中の急性期治療 筆頭演者 伊藤　真史 第24回東三河脳卒中懇
話会 豊橋市 2019/7/13

＜小児科＞

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

1
愛知県内にある各院内学級
の学級紹介（プロフィール）の
まとめ

筆頭演者 伊藤　　剛 第32回愛知県病弱児療
育研究会 名古屋市 2019/1/26

2
小児急性リンパ性白血病の治
療後に進行性のPlatythorax
を呈した成人男性

筆頭演者 伊藤　　剛 第78回東海小児血液懇
話会 名古屋市 2019/1/29

3 症例提示 筆頭演者 戸川　泰子 小児SMAトータルケアを
考える in 愛知 名古屋市 2019/10/3
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＜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 演者
区分

1
塩酸リトドリン投与により
無顆粒球症を発症した切迫
早産母体搬送症例

筆頭演者 植草　良輔
平成30年度周産期医療
従事者研修会（東三河
北部・南部医療圏）

豊橋市 2019/2/28

2 ロボット支援下骨盤内リンパ節郭清のTips 筆頭演者 河合　要介 第1回次世代婦人科
MIS研究会 四日市市 2019/3/21

3 ロボット手術の変遷　現在、今後、平成から令和へ 共同演者 梅村　康太 8th Reduced Port 
Surgery Forum 東京都 2019/8/2

4 一般演題　子宮体癌筋層浸潤1/2未満症例の臨床的解析 筆頭演者 國島　温志 第40回東海卵巣腫瘍研
究会 名古屋市 2019/9/21

5
早期子宮体癌に対するSLN
生検を用いた系統的リンパ
節郭清省略手術の検討

筆頭演者 永井　智之 第21回SNNS研究会学
術集会 仙台市 2019/10/19

6 子宮頸癌に対するセンチネルリンパ節同定・生検について 筆頭演者 梅村　康太 第21回SNNS研究会学
術集会 仙台市 2019/10/19

7 腹腔鏡下子宮全摘術の標準化と教育について 筆頭演者 宮本絵美里 第20回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2019/10/26 S

8
当院における良性疾患に対
するロボット支援下手術の
現状と今後に向けて

筆頭演者 長尾有佳里 第20回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2019/10/26

9
ロボット支援下子宮全摘術
時の体位固定パッド（ピン
クパッド）の有用性の検討

筆頭演者 山田友梨花 第20回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2019/10/26 S

10
婦人科MIS戦国時代～5年
後、10年後のロボット支援
下手術を展望する～

筆頭演者 河合　要介 第20回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2019/10/26

＜眼科＞

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

1 真菌性眼内炎に黄斑部網脈絡膜滲出斑を伴った一例 筆頭演者 高士　典子 東三河眼科研究会 豊橋市 2019/10/17

＜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 演者
区分

1 播種性非結核性抗酸菌症の1例 筆頭演者 馬越　弘泰 名古屋レントゲンカン
ファランス 名古屋市 2019/9/7

＜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 演者
区分

1
顎裂部腸骨移植術に対して
腰方形筋ブロックを併用し
た1症例

筆頭演者 中尾　巧晃 第54回中部歯科麻酔研
究会 名古屋市 2019/7/15 S
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座長・司会（医局）
＜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 演者
区分

1 座長 真菌２ 大舘　　満 第133回日本結核病学
会東海地方学会 名古屋市 2019/6/8

2 座長 SessionⅠ 菅沼　伸一 第87回東海呼吸器感染
症研究会 名古屋市 2019/9/7

＜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 演者
区分

1 座長
特別講演
増える在宅患者～高齢者慢
性便秘症診療をどうするべ
きか～

山田　雅弘 東三学術講演会 豊橋市 2019/3/6

2 座長
特別講演
C型肝炎に対する内服薬治
療の可能性～さらに広がる
DAAｓ治療の選択肢～

浦野　文博 豊橋肝炎フォーラム 豊橋市 2019/3/7

3 座長 胆道2：胆道出血・その他 松原　　浩 日本超音波医学会第92
回学術集会 東京都 2019/5/25

4 総合司会 第45回MCRフォーラム 浦野　文博 第45回MCRフォーラム 豊橋市 2019/6/12

5 座長
特別講演
上部消化管腫瘍に対する内
視鏡診療の現状と将来展望

内藤　岳人 第45回MCRフォーラム 豊橋市 2019/6/12

6 司会 第34回岐阜県肝画像研究会 浦野　文博 第34回岐阜肝画像研究
会 岐阜市 2019/6/15

7 座長
特別講演1
潰瘍性大腸炎治療の現状～
基礎薬から生物学的製剤ま
で～

浦野　文博 第13回知多・三河消化
器病研究会 安城市 2019/6/26

8 座長 特別講演
肝硬変治療の新しい展開 浦野　文博 東三河肝硬変治療フォ

ーラム 豊橋市 2019/9/20

9 座長
特別講演
C型肝炎の撲滅に向けて～
掘り起こしからアフターフ
ォローまで～

浦野　文博 第16回豊橋肝臓フォー
ラム 豊橋市 2019/11/6

10 司会 消化管疾患の新たな診断と
治療 山田　雅弘 日本消化器病学会東海

支部第131回例会 名古屋市 2019/12/7

11 座長 上部消化管① 山本　英子 第62回日本消化器内視
鏡学会東海支部例会 名古屋市 2019/12/21

＜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 演者
区分

1 総合司会

特別講演
「肺動脈性肺高血圧症と肺
高血圧症の診断・治療：
2018年Niceステイトメント
をふまえて」など

成瀬　賢伸 第5回東三河PHカンフ
ァレンス 豊橋市 2019/2/22

2 座長
Special Lecture
「循環器医師が考える2型糖
尿病治療におけるSGLT2阻
害薬の役割と可能性」

成瀬　賢伸 Current Diabetes 
Meeting 豊橋市 2019/2/26
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3 座長
「Denobo病変に対する
Drug-coated balloonの使用
経験」など

成瀬　賢伸
第41回日本心血管イン
ターベンション治療学
会 東海北陸地方会

名古屋市 2019/6/1

4 座長
一般演題
「当院における化学療法に
伴う心機能への影響を考え
る」など

成瀬　賢伸 第1回がん患者のトー
タルケアを考える会 豊橋市 2019/6/12

5 座長
特別講演
「地域連携強化を踏まえた、
心不全治療の標準化を目指
して」

成瀬　賢伸 第9回心不全水利尿薬
勉強会 豊橋市 2019/11/29

＜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 演者
区分

1 総合座長
特別講演
CKD合併心不全の体液管
理　他

山川　大志 第1回東三河腎疾患セ
ミナー 豊橋市 2019/2/7

＜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 演者
区分

1 座長 一般内科医のためのメトホ
ルミンの使い方 山守　育雄 メトホルミンセミナー

in東三河 豊橋市 2019/2/5

2 座長
エビデンスに基づいた2型糖
尿病の薬物療法－基礎治療
薬としてのメトホルミン－

山守　育雄 メトホルミンセミナー
in東三河 豊橋市 2019/2/5

3 Opening 
Remarks Opening Remarks 山守　育雄 第4回名古屋糖尿病・

内分泌研究会 名古屋市 2019/3/14

4 座長 Weekly GLP-1受容体作動
薬の臨床応用 山守　育雄 新時代の糖尿病治療を

考える会in豊橋 豊橋市 2019/4/8

5 座長 内分泌・代謝④ 山守　育雄 第116回日本内科学会
総会・講演会 名古屋市 2019/4/27

6 Closing 
Remarks Closing Remarks 山守　育雄 糖尿病・内分泌セミナ

ー2019 名古屋市 2019/5/31

7 座長 肥満・糖尿病の腎！とくる
腸！いい話 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/8/28

8 座長 豊橋市における糖尿病性腎
症重症化予防の取組み 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/10/30

9 座長 糖尿市民病院における
DKD治療 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/10/30

10 座長 成田記念病院における紹介
患者の症例提示 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/10/30

11 座長
岡山県におけるSTOP－
DKDを見据えた取り組み
と治療戦略

山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/10/30

＜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 演者
区分

1 座長 多発性骨髄腫の病態と最新
の治療戦略 倉橋　信悟 第69回豊橋がん診療フ

ォーラム 豊橋市 2019/3/14
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2 座長 教育講演 倉橋　信悟 第32回東海悪性リンパ
腫研究会 名古屋市 2019/3/16

3 座長 発表①② 杉浦　　勇
第26回Nagoya 
Myeloma Working 
Group

名古屋市 2019/4/17

4 座長
骨髄増殖性腫瘍の診断と治
療2019～MPN バリアント
へのアプローチ～

杉浦　　勇 MPN Seminar in愛知 名古屋市 2019/7/5

5 座長 ITP難渋症例をどう治療す
るか 杉浦　　勇 ITP Symposium in 

Aichi 名古屋市 2019/9/18

6 座長 症例提示 倉橋　信悟 第20回血液疾患感染症
カンファレンス 名古屋市 2019/9/20

7 座長 造血器腫瘍遺伝子検査の実
際と展望 杉浦　　勇 MPN Forum in Tokai 名古屋市 2019/10/25

＜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 演者
区分

1 座長 小腸(Ⅰ) 有元　淳記 第51回愛知県臨床外科
学会 名古屋市 2019/2/11

2 座長 大腸(Ⅱ) 伊藤　　哲 第51回愛知県臨床外科
学会 名古屋市 2019/2/11

3 座長 若手奨励賞Ⅱ 青葉　太郎 第297回東海外科学会 長久手市 2019/4/7

4 座長 小腸(Ⅱ) 有元　淳記 第52回愛知臨床外科学
会 名古屋市 2019/7/15

5 座長 食道・胃 青葉　太郎 第298回東海外科学会 岐阜市 2019/10/13

＜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 演者
区分

1 座長 要望演題01
肝・胆・膵1 柴田　佳久 第34回日本静脈経腸栄

養学会学術集会 東京都 2019/2/14

2 座長
学術セミナー10
「次世代の栄養治療」　－世
界初の高脂肪栄養補助食品
の適応を考える－

柴田　佳久 第34回日本静脈経腸栄
養学会学術集会 東京都 2019/2/15

＜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 演者
区分

1 座長 関節リウマチ治療戦略におけ
るIL-6阻害療法の位置づけ 平野　裕司 ASAHI IL-6

SEMINAR 名古屋市 2019/2/8

2 座長 リウマチ性疾患における若
年女性の治療 平野　裕司 RA Dr.＆Ns. Seminar 

in Toyohashi 豊橋市 2019/3/2

3 座長 脊椎関節炎診療の現状と今
後 平野　裕司 三河脊椎関節炎フォー

ラム2019 豊橋市 2019/4/20

4 座長 乾癬性関節炎～診断と治療
戦略～ 平野　裕司 Rheumatologist PsA 

Seminar in MIKAWA 安城市 2019/4/24

5 座長 各施設発表 平野　裕司 第2回　RA-BETTER
研究会 名古屋市 2019/5/23
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6 座長 当院におけるアクテムラ毎
週投与の検討　他 平野　裕司 第10回三河地区トシリ

ズマブ研究会 知立市 2019/5/25

7 座長
関節リウマチの薬物治療の
集大成－患者の全ての訴え
を親身に傾聴する－

平野　裕司 IL-6 RA Meeting in 三
河 2nd 豊橋市 2019/6/8

8 司会 ディスカッション 平野　裕司 Biologics Users'
Forum 2019 名古屋市 2019/6/22

9 総合司会 ゴリムマブのベストユース
を考える 平野　裕司 紀尾井町Jointセミナ

ー2019 東京都 2019/6/27

10 座長 グループディスカッション 平野　裕司 The Consortium RA 
Integrity Forum 2019 神戸市 2019/6/30

11 座長 患者さんをGOOD DAYを
考えたリウマチ治療 平野　裕司 RA NAVI 東京 2019 東京都 2019/7/7

12 座長 自己炎症性角化症の病態と
最新の知見について 平野　裕司 東三河自己炎症・自己

免疫疾患講演会 豊橋市 2019/7/11

13 座長 リウマチ治療の歴史と最前
線 平野　裕司 第1回東三河JAK 

Conference 豊橋市 2019/7/13

14 座長 ドクターの知らない自己注射
の世界～12円の秘密～　他 平野　裕司 RA Nurse Seminar 豊橋市 2019/7/20

15 座長
実臨床におけるBaricitinib
の 有 用 性 を 考 え る ～
Baricitinibの処方対象患者
もふまえて～

平野　裕司 Lilly RA Web 
Conference 豊橋市 2019/9/4

16 座長
すべての患者様への高い治
療ゴール達成を目指した
RA治療戦略

平野　裕司 関節リウマチフォーラム 
2019 in TOYOHASHI 豊橋市 2019/9/7

17 座長
一般演題3
RAの薬物療法：
ｂDMARD(1)

平野　裕司 第31回中部リウマチ学
会 新潟市 2019/9/27

18 座長
関節リウマチ患者の包括的
治療戦略におけるJAK阻害
剤の役割\

平野　裕司 第 2回  東三河 J A K 
Conference 豊橋市 2019/10/5

19 座長 csDMARDsによる関節破
壊抑制効果 平野　裕司 第7回愛知DMARDｓ

研究会 名古屋市 2019/10/19

20 座長 自己注射が変わる－30分の
深いい話－　他 平野　裕司 Simponi-AI　Webセ

ミナー 名古屋市 2019/11/6

21 座長
医療経済の視点から見た生
物学的製剤と、当院におけ
る下肢手術の工夫

平野　裕司 第10回東三河アクテム
ラカンファランス 豊橋市 2019/11/16

22 座長
高齢関節リウマチに対する
治療戦略－IL-6阻害薬の果
たす役割を考える－

平野　裕司 IL-6 RA Meeting in 三
河 3rd 豊橋市 2019/11/23

23 座長 骨粗鬆症治療薬の椎体骨折
に対する効果 平野　裕司 東三学術講演会 豊橋市 2019/12/4

24 座長
臨床検査技師が活躍する!
～当院の関節エコーの幕開
け～　他

平野　裕司 第6回三河関節エコー
研究会 名古屋市 2019/12/14

25 座長 初診時骨びらんが進行して
いた場合の治療選択　他 平野　裕司 RA Expert Meeting 

in Nagoya 名古屋市 2019/12/19
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＜脳神経外科＞

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

1 座長 エビデンスに基づく非心原
性脳梗塞の抗血小板療法 雄山　博文 Nagoya Stroke 

Conference 名古屋市 2019/11/2

＜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 演者
区分

1 座長 周産期・新生児：その他 杉浦　崇浩 第122回日本小児科学
会学術集会 金沢市 2019/4/21

2 座長 ［Ⅱ］病理検討(2) 伊藤　　剛 第76回東海小児がん研
究会 名古屋市 2019/9/14

3 座長 小児救急の身体診察 小山　典久 第5回小児救急研修会 東京都 2019/9/22

4 座長 あっ！あぶない！！－家庭で
の気づき－ 小山　典久 第5回家庭看護力醸成

セミナー 津市 2019/10/27

5 座長 新生児蘇生 杉浦　崇浩 第64回日本新生児成育
医学会・学術集会 鹿児島市 2019/11/28

6 座長 血液2 小山　典久 第64回日本新生児成育
医学会・学術集会 鹿児島市 2019/11/29

＜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 演者
区分

1 座長 産婦人科領域の漢方診療 河井　通泰 産婦人科医会第12回学
術研修会（三河地区） 豊橋市 2019/3/2

2 座長 一般演目（第9群）
<腫瘍③頸癌> 梅村　康太 第139回東海産科婦人

科学会 名古屋市 2019/3/10

3 座長 開業医の行う無痛分娩 岡田真由美 第1回愛知県周産期医
スキルアップ研修会 名古屋市 2019/5/18

4 座長
一般講演
希少部位子宮内膜症の検討
他

河井　通泰 第七回三河地区婦人科
フォーラム 豊橋市 2019/6/1

5 座長
特別講演
女性のライフステージを意
識した子宮内膜症の管理と
最近の知見

梅村　康太 第七回三河地区婦人科
フォーラム 豊橋市 2019/6/1

6 座長 最近の愛知県内の偶発事例
について 河井　通泰 令和元年度第1回母体

保護法指定医師講習会 名古屋市 2019/7/20

7 座長 第1回不安、不眠に関する
研修会 河井　通泰 保険診療委員会主催学

術講演会 豊橋市 2019/9/12

8 座長 一般講演16
ロボット支援下手術③ 梅村　康太 第59回産婦人科内視鏡

学会学術講演会 京都市 2019/9/12

9 座長 教育講演 河井　通泰 第40回東海卵巣腫瘍研
究会 名古屋市 2019/9/21

10 座長
イブニングセミナーB
当院でのアドスプレー使用
経験

梅村　康太 第20回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2019/10/26

11 座長
主な不安症の特徴と薬物療
法～BZD受容体作動薬の
適正使用に向けて～

河井　通泰 第1回不安、不眠に関
する研修会 豊橋市 2020/9/12
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12 座長 依存を防ぐための睡眠薬の
使い分け 河井　通泰 第2回不安、不眠に関

する研修会 豊橋市 2020/10/17

＜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 演者
区分

1 座長
演題Ⅲ
卵子の染色体数異常の細胞
生物学的な原因

安藤　寿夫 第15回東海ARTカン
ファレンス 名古屋市 2019/2/24

2 座長
特別講演
臨床最前線の月経困難症治
療～OC・LEP製剤連続投
与のコツ～

安藤　寿夫 第11回学術研修会（三
河地区） 豊橋市 2019/2/27

3 座長 第3群 安藤　寿夫 第41回中部生殖医学会
学術集会 長久手市 2019/6/15

＜皮膚科＞

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

1 座長 一般演題 山田　元人 第289回日本皮膚科学
会東海地方会 名古屋 2019/9/1

＜泌尿器科＞

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

1 座長 一般演題5～8 小嶋　一平 第281回日本泌尿器科
学会東海地方会 名古屋市 2019/6/8

＜麻酔科＞

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

1 座長 一般演題Ⅰ 稲生　光春 第54回中部歯科麻酔研
究会 名古屋市 2019/7/15

＜リハビリテーション科＞

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

1 座長 ポスター12
L.転倒予防関連 石川　知志 日本転倒予防学会第6

回学術集会 新潟市 2019/10/6

＜救急科＞

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

1 座長 一般演目　ポスター40
「災害対応の具体例」 鈴木　伸之 第24回日本災害医学会

総会 ・学術集会 米子市 2019/3/20
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＜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 演者
区分

1 座長
教育講演25：治療1
放射線治療における画像照
合技術の概要とその活用

石原　俊一 第55回日本医学放射線
学会秋季臨床大会 名古屋市 2019/10/20
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講　　演（医局）
＜総合内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者
区分

1 ACPが当たり前になる日ワールドカフェ 稲垣　大輔 愛知県医療ソーシャルワーカー
協会　東三河ブロック研修会 豊橋市 2019/3/23

2 いのちの終わりを前にして～緩和ケアと意思決定支援～ 稲垣　大輔 第70回豊橋がん診療フォーラ
ム 豊橋市 2019/5/30

3
豊橋市民病院における緩和ケ
アチームについて
ACP（Advance Care Planning）
について

稲垣　大輔 豊橋・生と死を考える会　第
28回豊橋いろは庵出張講座 豊橋市 2019/6/30

4 地域をつなぐACP 稲垣　大輔 豊橋市医師会　在宅医療研修
会 豊橋市 2019/8/27

5 ACPを地域にひろげよう 稲垣　大輔 第2回豊橋市介護保険関係事業
者等連絡会全体会 豊橋市 2019/9/3

6
緩和ケアと人生会議（アドバ
ンスケアプランニング） ～自
分らしい最後のために、人生
最終段階の話し合い～

稲垣　大輔 豊橋市民病院がん患者サロン 豊橋市 2020/9/24

＜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 演者
区分

1 最近のクローン病治療の現状 山田　雅弘 東三学術講演会 豊橋市 2019/3/20

2 体にやさしいウイルス肝炎治療 内藤　岳人 日本消化器病学会東海支部第
113回市民公開講座 豊橋市 2019/7/15

3 胃がんの内視鏡治療 坂巻　慶一 日本消化器病学会東海支部第
113回市民公開講座 豊橋市 2019/7/15

4 大腸がんの内視鏡治療 山田　雅弘 日本消化器病学会東海支部第
113回市民公開講座 豊橋市 2019/7/15

5 胃がん・3次治療以降における当院の化学療法の実際 加納　佑一 GI CANCER Seminar in 
MIKAWA 安城市 2019/11/8 S

＜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 演者
区分

1 冬を乗り切るための工夫 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/1/30
2 甲状腺外来診療私の小技 山守　育雄 TOYOAKE甲状腺セミナー 名古屋市 2019/2/28

3 ADA/EASDのコンセンサスレポートをこう読む 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/5/29

＜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 演者
区分

1 高齢患者の治療法 倉橋　信悟
NPO法人血液情報広場・つば
さ　基本から学ぼう&じっく
り考えよう「多発性骨髄腫」

名古屋市 2019/10/26
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＜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 演者
区分

1 EULAR Recommendation PhaseⅢ 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～

浜松市 2019/1/12

2 最近の関節リウマチ診療とその中での足診療 平野　裕司 第17回日本フットケア学会年
次学術集会 名古屋市 2019/2/9

3
関節リウマチの薬物治療ガイ
ドライン～生物学的製剤・妊
娠希望症例・安全性～

平野　裕司 愛知県病院薬剤師会東三河支
部学術講演会 豊橋市 2019/2/21

4 種々の骨粗鬆症に対するゾレドロン酸治療の有効性 平野　裕司 東三河膠原病セミナー2019 豊橋市 2019/2/28

5
有害事象で直前のBIOが中止に
なったRAにおけるアバタセプト
への変更の有効性と安全性

平野　裕司 ESCORT Seminar 2019 豊橋市 2019/3/5

6 骨粗鬆症の最近の話題とゾレドロン酸治療の意義 平野　裕司 静岡骨粗鬆症病診カンファレ
ンス 静岡市 2019/3/14

7 ゴリムマブのベストユースを考える 平野　裕司 Golimumab Expert Seminar 名古屋市 2019/3/27

8
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-2019　
Update-

平野　裕司 第132回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会 津市 2019/4/6

9 関節リウマチと骨粗鬆症を考える 平野　裕司 関節リウマチと骨粗鬆症を考
える会 大阪市 2019/4/13

10
関節リウマチ薬物治療におけ
る治療継続率の意義－エタネ
ルセプト再考－

平野　裕司 第63回日本リウマチ学会総
会・学術集会 京都市 2019/4/15

11 骨粗鬆症の最近の話題とビスホスホネート治医療の意義 平野　裕司 安城市医師会研修会 安城市 2019/4/23

12
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－2019 update－

平野　裕司 第92回日本整形外科学会学術
総会 横浜市 2019/5/10

13 近年の関節リウマチ診療のトピックス 平野　裕司 愛知県労災指定医協会豊橋支
部研修会 豊橋市 2019/5/11

14 当科における乾癬性関節炎診療の実際 平野　裕司 関節・皮膚と免疫を考える会 
in 豊橋 豊橋市 2019/5/17

15
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－2019 
Update－

平野　裕司 宮崎県アクテムラ学術講演会 宮崎市 2019/5/22

16
関節リウマチ薬物治療におけ
る和製csDMARDsのベストユ
ースを考える

平野　裕司 第8回　石川リウマチ治療セミ
ナー 金沢市 2019/6/1

17 ゴリムマブのベストユースを考える 平野　裕司 紀尾井町Jointセミナー2019 東京都 2019/6/27

18 ゴリムマブのベストユースを考える 平野　裕司
Simponi Seminar for 
Health Care Professional in 
MIKAWA

安城市 2019/7/6

19
バリシチニブの有効性と安全性
～実臨床データからbest useを
考える～

平野　裕司 群馬県リウマチ治療戦略UP 
TO DATE 高崎市 2019/7/10

20
呼吸器障害を考慮した関節リ
ウマチの薬物治療法－2019年
Update－

平野　裕司 リウマチWEBセミナー 豊橋市 2019/7/18
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21『骨折の危険性が高い骨粗鬆症』を考える 平野　裕司 新しい骨粗鬆症治療を考える
in豊橋 豊橋市 2019/8/30

22 抗TNF療法から学んだこと－2019Update－ 平野　裕司 第59回　広島リウマチ研究会 広島市 2019/8/31

23
関節リウマチにおけるアダリ
ムマブのシリンジ製剤からペ
ン型製剤への変更に関するア
ンケート調査

小杉山裕亘 関節リウマチフォーラム 2019 
in TOYOHASHI 豊橋市 2019/9/7

24
ゼルヤンツ錠 5mg特定使用成
績調査（中間報告）について考
える

平野　裕司 ゼルヤンツWeb講演会 静岡市 2019/9/11

25 ゴリムマブのベストユースを考える2019 平野　裕司 Biologics User's Forum in 
OKAYAMA 岡山市 2019/10/4

26
骨粗鬆症の最近の話題とビス
ホスホネート治療の意義－年1
回点滴投与製剤リクラストの
使いどころ－

平野　裕司 OSAKA Bone Care Forum 大阪市 2019/10/9

27
関節リウマチ診療の更なる向
上を目指して－治療困難例、
JAK阻害剤、そして骨粗鬆症
治療－

平野　裕司 第21回日本骨粗鬆症学会 神戸市 2019/10/13

28
関節リウマチ診療における
大関節破壊抑制の意義－
2019Update－

平野　裕司 IL-6　Active　Conference 四日市市 2019/10/24

29
EULAR 2 0 1 9学会報告 -新
EULARレコメンデーション
はどう変わるか？

平野　裕司 第18回　日本リウマチ実地医会 名古屋市 2019/11/3

30 改めて今、MTXと抗TNF製剤を考える 平野　裕司 整形外科医による整形外科医
のためのRA診療セミナー 東京都 2019/11/27

31 高齢RA患者の骨粗鬆症の評価と対策 平野　裕司 第34回日本臨床リウマチ学会 名古屋市 2019/11/30

＜脳神経外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者
区分

1 脳卒中総論 伊藤　真史 第12回豊橋脳卒中市民講座 豊橋市 2019/11/24

＜小児科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者
区分

1 災害から子どもを守るために～対策と備え～ 小山　典久 小児慢性特定疾病の講演会・
家族のつどい 豊橋市 2019/1/24

2 情報収集・分析事業から見える現状と課題 小山　典久 ＃8000対応者研修 大阪市 2019/2/2

3
小児救急医療機関の立場から
＃8000情報収集分析事業を見
つめる

小山　典久 第30回日本小児医会総会フォ
ーラム 京都市 2019/6/9

4
乳幼児期にかかりやすい病気
その対処法や注意点＆虐待対
応

小山　典久 豊橋保育協会講演会 豊橋市 2019/7/16

5
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討論会 名古屋市 2019/10/18
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6
胎児期に発症した広範な両側
静脈梗塞例の新生児期・乳児
期早期の運動症候

谷村　知繁 脳性麻痺・小児運動障害セミ
ナー（浜名湖セミナー） 浜松市 2019/8/3

7 片側性脳回異常例の新生児期・乳児期早期の運動症候 谷村　知繁 脳性麻痺・小児運動障害セミ
ナー（浜名湖セミナー） 浜松市 2019/8/3

＜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 演者
区分

1
腹腔鏡下手術、ロボット支援
下手術の基本から応用まで学
ぶ～子宮全摘術からリンパ節
郭清までの術野確保と操作～

梅村　康太 第7回東海産婦人科周術期管理
セミナー 名古屋市 2019/2/22

2 子宮頸がんに関する最近のトピックス　～予防から治療まで～ 河合　要介 平成31年度医療機関子宮頸が
ん/子宮体がん健診講習会 豊橋市 2019/2/23

3 2018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30年度周産期医療従事者
研修会（東三河北部・南部医
療圏）

豊橋市 2019/2/28

4 漢方を習得する“コツ” 河合　要介 平成30年度岐阜産科婦人科研
究会～漢方～ 岐阜市 2019/3/2

5
再発卵巣癌治療戦略～あなた
ならどうする？～プラチナ製
剤抵抗再発症例

河合　要介 名古屋再発がん治療セミナー 名古屋市 2019/3/7

6 TLH定型化に向けて 梅村　康太 e-Thoth Theater
東京より
全国Web
配信

2019/3/12

7
ロボット支援下子宮悪性腫瘍
手術の導入のその先－まず極
める，そして教育する－

梅村　康太 第71回日本産科婦人科学会ラ
ンチョンセミナー 名古屋市 20019/4/14

8
ベネフィットリスクバランス
を考慮した黄体ホルモン製剤
の使用法

河合　要介 第七回三河地区産婦人科フォ
ーラム 豊橋市 2019/6/1

9
Da VinciによるHysterectomy 
<子宮全摘術における手技の
コツとPitfall>

梅村　康太 Da Vinci Advanced Case 
Observation 豊橋市 2019/6/18

10
4Kと新型THUNDERBEATで
実現する，精緻で安全な腹腔
鏡下手術

梅村　康太 第61回日本婦人科腫瘍学会 新潟市 2019/7/6

11 婦人科領域の common disease ～がん領域を中心に～ 永井　智之 愛知県病院薬剤師会東三河支
部学術講演会 豊橋市 2019/8/1

12 婦人科領域におけるロボット支援下手術の変遷と進化 梅村　康太 8th Reduced Port Surgery 
Forum 2019 in Tokyo 東京都 2019/8/2

13 漢方のす めゝ　～習得のコツ～ 河合　要介 春日井市産婦人科医会学術講
演会 春日井市 2019/9/14

14
子宮体癌に対するMinimally 
Invasive Surgery ～腹腔鏡か
らロボット支援下手術へ～

河合　要介 東海産婦人科手術手技セミナー 名古屋市 2019/9/28

＜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 演者
区分

1 PCOS攻略完全ガイド 安藤　寿夫 第4回産婦人科スキルアップな
ごや 名古屋市 2019/1/13
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2 これで分かる婦人科医の処方～不妊治療を中心に～ 安藤　寿夫 静岡県病院薬剤師会中部支部
講演会 静岡市 2019/1/23

3
これで分かる婦人科医の処方
～子宮内膜症・不妊治療を中
心に～

安藤　寿夫 豊橋市薬剤師会集合研修会 豊橋市 2019/2/21

4 ディナゲスト長期投与はどこまで 安藤　寿夫 第七回三河地区産婦人科フォ
ーラム 豊橋市 2019/6/1

5 令和新時代のタイムラプスARTと生殖医療標準化 安藤　寿夫 第19回N.H.K.生殖医療勉強会 尼崎市 2019/11/20

6 社会全体で考える不妊・不育の現状と未来 安藤　寿夫 豊橋市第１回不妊・不育講演会 豊橋市 2019/11/23

＜麻酔科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者
区分

1 余命の予測や患者力について 藤田　靖明 豊橋・生と死を考える会　第28
回豊橋いろは庵出張講座 豊橋市 2019/6/30

＜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 演者
区分

1 骨粗鬆症患者の顎骨壊死について 嘉悦　淳男 豊橋市歯科医師会7月例会 豊橋市 2019/7/19

＜健診科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者
区分

1
めざすよりよき胃内視鏡検診
－当院逐年検診発見胃癌例か
ら－

大橋　信治 平成31年度医療機関胃内視鏡
検査講習会 豊橋市 2019/2/16

＜こころのケア科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者
区分

1 依存を防ぐための睡眠薬の使い分け 古水　克明 第2回不安、不眠に関する研修
会 豊橋市 2019/10/17
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論文・著書 (医局）
＜消化器内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1
【枠組みとケースから考える－消化器
薬の選び方・使い方】上部消化器疾患
吐血　上部消化管出血

筆頭著者 山本　英子 Medicina. 2019; 56: 24-26.

2
ニボルマブおよびイピリムマブの順次
投与による免疫関連有害事象と考えら
れた非昏睡型急性肝不全の1例

筆頭著者 山本　祟文 肝臓. 2019; 60: 83-90.

3

Randomized Phase ⅡStudy of 
Consecutive-Day versus Alternate-
Day Treatment with S-1 as Second-
Line Chemotherapy in Advanced 
Pancreatic Cancer.

共同著者 Hiroshi 
Matsubara Oncology. 2019; 96: 1-7.

4

Comparison of 8- and 10-mm diameter 
fully covered self-expandable metal 
stents: A multicenter prospective 
study in patients with distal 
malignant biliary obstruction.

共同著者 Hiroshi 
Matsubara Dig Endosc. 2019; 31: 439-447.

＜循環器内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1
4年前より健診でBrugada型心電図を
指摘されるも精査加療に至らず、心室
細動を発症した45歳男性の1例

筆頭著者 北川　　崇 東三医会誌. 2019; 59-61. R

＜血液・腫瘍内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1
Clinical Implications of t（11;14） 
in Patients with Multiple Myeloma 
Undergoing Autologous Stem Cell 
Transplantation.

共同著者 Singo 
Kurahashi

Biol Blood Marrow Transplant. 
2019; 25: 474-479.

2 Ph染色体陽性急性リンパ性白血病 共同著者 杉浦　　勇 血液専門医テキスト（改訂第3
版）. 2019,p.310-p.312.

3
【白血病診療の新展開】フィラデルフィ
ア染色体陽性急性リンパ芽球性白血病
の治療

筆頭著者 杉浦　　勇 Pharｍ Med. 2019; 37: 33-37.

4

Outcome of patients receiving 
consolidative autologous peripheral 
blood stem cell transplantation in the 
frontline treatment of intravascular large 
B-cell lymphoma: Adult Lymphoma 
Working Group of the Japan Society for 
Hematopoietic Cell Transplantation.

共同著者 Singo 
Kurahashi

Bone Marrow Transplant. 2019; 
54: 1515-1517.

5

Clinical outcomes of hepatitis B or C virus 
infections in patients with malignant 
lymphoma receiving autologous stem 
cell transplantation: on behalf of the 
Adult Lymphoma Working Group of the 
Japan Society for Haematopoietic Cell 
Transplantation（JSHCT）.

共同著者 Singo 
Kurahashi

Br J Haematol. 2019; 186: 
e170-e175.

6
濾胞性リンパ腫の診断に先行して発症
した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

筆頭著者 小山　大輔 臨血. 2019; 60: 1475-1476.
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＜一般外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1 Evaluation of Hepatic Resection in 
Liver Metastasis of Gastric Cancer 筆頭著者 Yukiko 

Nonaka
Indian J Surg Oncol. 2019; 10: 
204-209. S

2
Randomized clinical trial of single skin 
sterilization with a povidone-iodine 
applicator versus conventional skin 
sterilization in abdominal surgery

筆頭著者 Yuichi 
Kambara BJS Open. 2019; 3: 282-287. S

3 脾破裂をきたした多発性骨髄種の1例 筆頭著者 権田　紘丈 日臨外会誌. 2019; 80: 995-1000. S

4 単孔式腹腔鏡補助下小腸切除術を施行
した外傷性遅発性小腸狭窄の1例 筆頭著者 小林龍太郎 日腹部救急医会誌. 2019; 39: 769-

772. S

5 鼠径ヘルニア術後21年目に発症した遅
発性メッシュ感染の1例 筆頭著者 前田　周良 日腹部救急医会誌. 2019; 39: 759-

763. S

6 空腸憩室穿孔の1例 筆頭著者 毛利　康一 外科. 2019; 81: 372-376. S

7
Intraductal dissemination of 
ampullary carcinoma after 
pancreatoduodenectomy

筆頭著者 Koichi
Mohri Surg Case Rep. 2019; 5: 176. S

8 Laparoscopic surgery of a presacral 
epidermoid cyst:A case report 筆頭著者 Koichi

Mohri
Int J Surg Case Rep. 2019; 59: 
23-26. S

9
Diff use large B cell lymphoma 
primarily presenting as acute liver 
failure in a surviving patient

筆頭著者 Jumpei 
Shibata

J Community Hosp Intem Med 
Perspect. 2019; 9: 135-139. S

10
Pneumococcal infection transmission 
between family members with 
congenital asplenia:A case report

筆頭著者 Jumpei 
Shibata 

World J Clin Cases. 2019; 7: 
4277-4284. S

＜心臓外科・血管外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1 心窩部殴打で発症した外傷性心損傷の
1例 筆頭著者 外山　正志 胸部外科. 2019; 72: 228-231.

2 心筋梗塞を契機に発見された成人三心
房心 筆頭著者 外山　正志 胸部外科. 2019; 72: 414-417.

3
Hypereosinophilia and Multisite 
Vasculopathy of Fibromuscular 
Dysplasia: A Case Report

筆頭著者 Masashi 
Toyama Ann Vasc Dis. 2019; 12: 236-239.

＜移植外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1 当院における献腎移植登録の現況につ
いて 筆頭著者 長坂　隆治 東三医会誌. 2019; 87-89.

＜整形外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1
TALLIFとTS screwを併用して
quadrangular osteosynthesisを行った
脊椎-骨盤不安定性を伴う骨盤輪骨折

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2019; 62: 699-700.
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＜リウマチ科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
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-併用メトトレキサートと
プレドニゾロン減量・中止と大関節破
壊抑制効果に注目して－

筆頭著者 平野　裕司 臨リウマチ. 2019; 31: 24.

2
関節リウマチ合併骨粗鬆症のビスホス
ホネート製剤効果不十分例におけるデ
ノスマブもしくはテリパラチド連日投
与製剤への治療変更の比較検討

筆頭著者 服部　恭典 臨リウマチ. 2019; 31: 33.

3
Predictors of denosumab effi  cacy in 
treating osteoporosis
in patients with rheumatoid arthritis:
a Japanese multicenter study

筆頭著者 服部　恭典 Nagoya J  Med Sci. 2019; 81: 
571.

4

デノスマブによる骨粗鬆症を合併した関
節リウマチ患者の治療に対するステロ
イドの影響～多施設登録研究（TBCR-
BONE）よりステロイド併用例と非併用例
における36ヵ月投与例の比較検討～

共同著者 平野　裕司 日骨粗鬆症会誌. 2019; 5: 597.

2
鎖骨近位端骨折に対する上腕骨遠位部
用ロッキングプレート（DHP）とケー
ブルを使用した内固定法

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2019; 62: 825-826.

3
血管吻合・腓腹筋弁・Masquelet法で
再建を行った動脈損傷・骨・軟部組織
欠損を伴う大腿骨開放骨折の1例

筆頭著者 三矢　未来 中部整災誌. 2019; 62: 869-870.

4
足関節後果のposterior pilon fracture
に対するvariable angle locking plate
を使用した後方プレート固定法

筆頭著者 三矢　未来 中部整災誌. 2019; 62: 947-948.

5
骨・軟部組織欠損に対して一時的に短
縮・変形させた後にIlizarov法で骨延
長・変形矯正を行った下腿開放骨折

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2019; 62: 261-262.

6
Pararectus approachからquadrilateral 
surface spring plateとsupra and 
infrapectineal plate固定を行った寛骨
臼両柱骨折

筆頭著者 三矢　　聡 中部整災誌. 2019; 62: 377-378.

7
人工膝関節周囲大腿骨骨折に対する髄
内釘固定術とインプラント周囲骨折の
新しい分類法

筆頭著者 三矢　未来 中部整災誌. 2019; 62: 493-494.

8
足関節部の軟部組織欠損に対する穿通
枝プロペラ皮弁（PPP fl ap）を使用した
軟部組織再建法

筆頭著者 三矢　未来 中部整災誌. 2019; 62: 513-514.

9
骨・軟部組織欠損に対して一時的に短
縮・変形させた後にIlizarov法で骨延
長・変形矯正を行った下腿開放骨折

筆頭著者 山田　梨紗 骨折. 2019; 41: 164-167.

10 骨盤輪骨折に対するsubcristal骨盤創外固定法　ハーフピン刺入の変法 筆頭著者 福井　　順 骨折. 2019; 41: 262-266.

11
足関節Tillaux-Chaput骨折に対する
K-wireとscrewを使用した新しい固定
法　Spring hook pin法

筆頭著者 三矢　　聡 骨折. 2019; 41: 1061-1066.

12 Posterior pilon fractureに対する後方プレート固定法の治療成績 筆頭著者 長谷川純也 骨折. 2019; 41: 1026-1029.
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＜小児科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1 【小児の救急・搬送医療】病態と疾患 感染症 菌血症 筆頭著者 松林　広樹 小児内科. 2019; 51: 689-692. S

2

Echovirus Type 7 Virus-Associated 
Hemophagocytic Syndrome in 
a Neonate Successfully Treatsd 
With Intravenous Immunoglobulin 
Therapy:A Case Report.

筆頭著者 Yuka 
Watanabe Front Pediatr. 2019; 14: 469. S

3
Nusinersen helps restore walking 
ability in childhood spinal muscular 
atrophy.

筆頭著者 Mari 
Sugimoto Pediatr Int. 2019; 61: 728-729.

4
＃8000情報収集分析事業からみえてく
ること　小児救急医療機関の立場から
＃8000情報収集分析事業を見つめる

筆頭著者 小山　典久 日小児科医会報. 2019; 113-115.

5 小容量分割製剤へのカリウム吸着フィ
ルターの使用基準 共同著者 小山　典久 日輸血細胞治療会誌. 2019; 65: 

538-543.

6
A Novel System for Spinal Muscular 
Atrophy Screening in Newborns: 
Japanese Pilot Study

共同著者 Norihisa 
Koyama Int J Neonatal Screen. 2019; 5

7 新生児輸血　新ガイドラインと残され
た課題 筆頭著者 小山　典久 日新生児成育医会誌. 2019; 31: 

41-44.

8 当院における過去10年間の18歳未満の
死亡例の検討 筆頭著者 服部　俊彦 日小児救急医会誌. 2019; 18: 47-

52.

9
【新生児黄疸を再び考える】治療　交換
輸血－製剤のファーストチョイス、セカン
ドチョイスを含めて

筆頭著者 小山　典久 周産期医. 2019; 49: 195-198.

10
【新生児医療67の臨床手技とケア　タイ
ミング、流れ &コツ、評価まで見える】
（第2章）治療・検査の手技　（1節）蘇
生　気管挿管

筆頭著者 杉浦　崇浩 with NEO. 2019; 49-52.

11
【ルーチン徹底見直し　厳選！新生児の
必須検査　基準値一覧つき】パルスオ
キシメータ（Sp02）

筆頭著者 杉浦　崇浩 with NEO. 2019; 21: 662-670.

12
院内学級でのより良い病弱児教育を目
指した愛知県病弱児療育研究会の取り
組み

筆頭著者 伊藤　　剛 日小児会誌. 2019; 123: 1293-
1298.

13 脊髄性筋萎縮症　ヌシネルセン治療の効果を決める要因について 筆頭著者 杉本　真里 Bio Clin. 2019; 34: 521-526.

14
研究者の最新動向　脊髄性筋萎縮症　
ヌシネルセン治療の効果を決める要因
について

筆頭著者 杉本　真里 Precis Med. 2019; 2: 568-573.

15
【小児科医に求められる新生児医療の
基本】新生児室で求められる基本技能
新生児蘇生法とその後のケア

筆頭著者 杉浦　崇浩 小児内科. 2019; 51: 656-660.

16 【小児の診療手技】新生児　交換輸血 筆頭著者 神農　英雄 小児診療. 2019; 82: 433-437.

17
【アレルギー疾患とマイクロバイオーム】
アレルギー疾患に対するプロバイオティ
クスの有効性

筆頭著者 田島　　巌 アレルギーの臨床. 2019; 39: 95-
98.

18
Pulmonary Barotrauma Following 
Nasal High-Flow Therapy in a 
Patient with Bronchiolitis Obliterans 
Syndrome.

筆頭著者 Tsuyoshi Ito Am J Case Rep. 2019; 4: 1619-1622.
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19
Natural histories of patients 
with Wolf-Hirschhorn syndrome 
derived from variable chromosomal 
abnormalities.

共同著者 Masanori 
Kouwaki

Congenit Anom（Kyoto）. 
2019; 59: 169-173.

20 Neonatal cardiopulmonary resuscitation project in Japan. 共同著者 Takahiro 
Sugiura Pediatr Int. 2019; 61: 634-640.

21
Prevention of postnatal 
cytomegalovirus infection in preterm 
infants.

筆頭著者 Takahiro 
Sugiura Pediatr Int. 2019; 61: 1187.

22 Japanese clinical practice guidelines for sacrococcygeal teratoma, 2017. 共同著者 Takahiro 
Sugiura Pediatr Int. 2019; 61: 672-678.

23
Comprehensive analysis of coding 
variants highlights genetic 
complexity in developmental and 
epileptic encephalopathy.

共同著者 Kaori Aiba Nat Commun. 2019; 7: 2506.

24
An Unusual Presentation of 
Nasopharyngeal Carcinoma as 
Lemierre Syndrome.

筆頭著者 Tsuyoshi Ito Am J Case Rep. 2019; 28: 263-267.

＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1
Survival impact of capsule status in 
stage I ovarian mucinous carcinoma-A 
mulicentric retrospective study.

共同著者 Michiyasu 
Kawai

Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol. 2019; 234: 131-136.

2
Oncologic and reproductive outcomes 
of cystectomy as a fertility -sparing 
treatment for early-stage epithelial 
ovarian cancer. 

共同著者 Michiyasu 
Kawai

Int J Clin Oncol. 2019; 24: 857-
862.

3
Long-term oncologic outcome and its 
prognostic indicators in reproductive-
age women with ovarian clear-cell 
carcinoma.

共同著者 Michiyasu 
Kawai

Arch Gynecol Obstet. 2019; 300: 
717-724.

4
Epidemiological overview of 
metastatic ovarian carcinoma: long-
term experience of TOTSG database. 

共同著者 Michiyasu 
Kawai

Nagoya J  Med Sci. 2019; 81: 
193-198.

5
Oncologic outcomes after secondary 
surgery in recurrent clear-cell 
carcinoma of the ovary.

共同著者 Michiyasu 
Kawai

Int J Gynecol Cancer. 2019; 29: 
910-915.

6 卵巣腫瘍茎捻転の臨床診断で緊急腹腔
鏡下手術を施行した36例の臨床的検討 筆頭著者 山田友梨花 東海産婦会誌. 2019; 55: 211-216. S

7 子宮体癌、子宮頸癌術後の下肢リンパ
浮腫発症リスク因子の検討 筆頭著者 北見　和久 日婦腫瘍会誌. 2019; 37: 1-8.

8 初回治療として根治的放射線療法を施
行した子宮体癌13例の検討 筆頭著者 北見　和久 臨婦産. 2019; 73: 173-178.

9 子宮頸癌に関する最近のトピックス～
予防から治療まで～ 筆頭著者 河合　要介 豊橋市医師会会報. 2019; 797: 34-

36.

10 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の周産期予後 筆頭著者 長尾有佳里 日周産期・新生児会誌. 2019; 55: 
80-85.

11 アブスコパル効果と思われる腫瘍縮小効果を示した腟癌の1例 筆頭著者 河合　要介 産と婦. 2019; 86: 907-912.

12
子宮頸癌、子宮体癌手術後の下肢リン
パ浮腫における治療後1年時点でのCT
評価

筆頭著者 窪川　芽衣 日婦腫瘍会誌. 2019; 37: 677-684. S
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＜皮膚科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1 汎発性膿疱性乾癬との鑑別を要した小
児に生じた角層下膿疱症 筆頭著者 花村　拓哉 皮病診療. 2019; 41: 733-736.

＜臨床検査科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1
Autopsied case with MERRF/MELAS 
overlap syndrome accompanied by 
stroke-like episodes localized to the 
precentral gyrus

共同著者 Rika Dei Neuropathology. 2019; 39: 212-
217.

＜産婦人科（生殖医療）＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 著者
区分

1 周産期医療を視野に入れた生殖医療カ
ウンセリング 共同著者 安藤　寿夫 日本産科婦人科学会雑誌. 2019: 

71：1051-94.

2 不妊症－挙児希望患者の取り扱い 筆頭著者 安藤　寿夫 今日の治療指針2019年度版. 医学
書院. 2019, p.1313-p.1314

3 IVFコーディネーター 筆頭著者 安藤　寿夫 新　不妊ケアABC. 医歯薬出版. 
2019, p.189-p.193

4 単一排卵を経て妊娠をめざす排卵誘発
法と黄体期管理 筆頭著者 安藤　寿夫

不妊症・不育症診療. その伝承
とエビデンス. 中外医学社. 2019, 
p.88-p.93

5 採卵手術のコツ・裏技 筆頭著者 安藤　寿夫
不妊症・不育症診療. その伝承
とエビデンス. 中外医学社. 2019, 
p.458-p.465

6 ライセンス制若手医師教育 筆頭著者 安藤　寿夫
不妊症・不育症診療. その伝承
とエビデンス. 中外医学社. 2019, 
p.555-p.560

7 ART専門医が実践する効率的な不育
症ケア 筆頭著者 安藤　寿夫

不妊症・不育症診療. その伝承
とエビデンス. 中外医学社. 2019, 
p.721-p.727

8
生殖医療とファミリープラニング：最
後の子どもの不妊治療から逆算する新
しい考え方

筆頭著者 安藤　寿夫
不妊症・不育症診療. その伝承
とエビデンス. 中外医学社. 2019, 
p.738-p.742

13
子宮摘出後に後腹膜に発生した
STUMP（smooth muscle tumor of 
uncertain malignant potential）の1例

筆頭著者 嶋谷　拓真 産と婦. 2019; 86: 901-906. S

14 当院における子宮頸癌に対する初回放射線単独治療の成績 筆頭著者 國島　温志 産と婦. 2019; 86: 1273-1278.

15 妊娠中の梅毒感染により子宮内胎児死亡に至った1例 筆頭著者 嶋谷　拓真 東海産婦会誌. 2019; 56: 71-76. S
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学会・研究会発表（経営企画室・医療安全管理室・診療技術局・薬局・看護局・事務局）
＜医療安全管理室＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
セーフティリンクナースを活用し
た看護力向上への取り組み
～意識変容が行動を変える～

筆頭演者 宇田あゆみ 第21回日本医療マネジメ
ント学会学術総会 名古屋市 2019/7/19

＜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
骨SPECT 評価用ファントムの
ための自動解析ソフトウェアの
精度評価

筆頭演者 市川　　肇 第75回日本放射線技術学
会総会学術大会 横浜市 2019/4/14

2

Development of a Novel 
Automatically Quantitated 
Software for Custom-
Designed Thoracic Bone 
Phantom

筆頭演者 Hajime 
ICHIKAWA

SNMMI 2019 annual 
meeting

 Anaheim, 
CA 2019/6/24

3 （骨問診票WG）症例の蓄積に向けて 筆頭演者 加藤　豊大 第104回東三河RI技術検
討会 豊橋市 2019/7/5

4
こんなオーダーみたらどうしま
すか？　～頭頸部TOFMRA
基礎編～

筆頭演者 早川　充俊 第82回東三河RF研究会 岡崎市 2019/7/5

5 最近気になった症例 筆頭演者 阪野　友哉 第54回三河・遠州核医学
研究会 豊橋市 2019/7/20

6 骨シンチグラフィにおける問診票の活用 筆頭演者 加藤　豊大 第54回三河・遠州核医学
研究会 豊橋市 2019/7/20

7 核医学画像を読んでみよう　症例提示「骨シンチ編」 筆頭演者 加藤　豊大 第54回三河・遠州核医学
研究会 豊橋市 2019/7/20

8
高精度骨SPECTファントム
を用いたxSPECT bone画像
の最適化に関する検討

筆頭演者 市川　　肇 第11回金沢核医学技術検
討会 金沢市 2019/9/8

9 造影超音波中に発症した無症候性門脈ガス血症の１例 筆頭演者 山田さやか 日本超音波医学会第40回
中部地方会学術集会 名古屋市 2019/9/8

10 DWIBS challenge－SIEMENS Skyra 3T篇－ 筆頭演者 喜多　和真 第83回東三河RF研究会 豊橋市 2019/9/28

11 救急外来CTの読影補助 筆頭演者 喜多　和真 2019年度愛知県診療放射
線技師会第3回研修会 豊橋市 2019/11/16

12
三次元脳ファントムの簡易的
放射能濃度調整方法に関する
検討

筆頭演者 市川　　肇 第12回中部放射線医療技
術学術大会 浜松市 2019/11/30

13 頭部外傷患児におけるCTスキャン速度に関する基礎的検討 筆頭演者 平岩　誠也 第12回中部放射線医療技
術学術大会 浜松市 2019/12/1

14
連続寝台移動を用いた
dynamic PET収集における最
適な寝台移動速度に関する基
礎的検討

筆頭演者 加藤　豊大 第12回中部放射線医療技
術学術大会 浜松市 2019/12/1

15 当院における放射線治療機器の品質管理 筆頭演者 谷口　裕輝 令和元年度愛知県放射線
治療研究会 長久手市 2019/12/15

16 当院における歯科用CBCTの使用経験 筆頭演者 山本　弘樹 東三河一般撮影研究会 豊橋市 2020/2/15

17 当院における頭頸部VMATの使用経験 筆頭演者 谷口　裕輝 東三河診療放射線技師会
総会 豊橋市 2020/2/15
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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 関節リウマチにおける関節エコーの撮像方向の比較検討 筆頭演者 皆元　裕子 第55回　東三河リウマチ
研究会 豊橋市 2019/4/6

2
関節リウマチの第１・第5足趾
MTP関節の超音波検査におけ
るプローブの当て方の検討

筆頭演者 皆元　裕子 第63回　日本リウマチ学
会総会・学術集会 京都市 2019/4/15

3 Piezo-ICSI受精胚の胚自動評価システムEevaによる発生評価 筆頭演者 鈴木　範子 第41回　中部生殖医学会
学術集会 長久手市 2019/6/5

4 当院における不規則抗体検査の現状 筆頭演者 瀧谷　陽子 第37回愛臨技東三河地区
研究会 豊川市 2019/7/14

5 アミロイド甲状腺腫の一例 筆頭演者 平松由里江 第37回愛臨技東三河地区
研究会 豊川市 2019/7/14

6 自己血糖測定器（SMBG）5機種の検討について 筆頭演者 森下　拓磨
第33回　東海糖尿病治療
研究会患者教育担当者セ
ミナー

名古屋市 2019/9/1

7
当院における過去3年間の血
液由来Candida属菌の検出状
況と薬剤感受性について

筆頭演者 木下　育哉 中部圏支部医学検査学会 岐阜市 2019/10/12

8 骨髄に浸潤した固形癌の検討 筆頭演者 内田　一豊 中部圏支部医学検査学会 岐阜市 2019/10/12

9 自己血糖測定器（SMBG）5機種の検討について 筆頭演者 森下　拓磨 第58回全国自治体病院学
会 徳島市 2019/10/25

10 豊橋市民病院 中央臨床検査室のISO15189取得経験について 筆頭演者 山口　育男 第58回全国自治体病院学
会 徳島市 2019/10/25

11 手指関節における撮像方向の検討 筆頭演者 皆元　裕子 第6回　三河関節エコー
研究会 名古屋市 2019/12/14

12 2019年度愛臨技精度管理報告会　総括 筆頭演者 手嶋　充善 2019年度愛臨技精度管理
報告会 名古屋市 2020/2/15

＜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
当院における急性期頚髄損傷
患者の呼吸器合併症と呼吸リ
ハビリテーションに関する調査

筆頭演者 真田　将太
第6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 2019/4/6

2
当院呼吸器内科における 間
質性肺炎入院患者の現状と自
宅退院に関わる要因について
の調査

筆頭演者 伊藤　朱梨
第6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 2019/4/6

3 積分筋電図による末梢性顔面神経麻痺の治癒基準について 筆頭演者 森嶋　直人 第42回日本顔面神経学会 大阪市 2019/5/30

4
Out-of-bed mobilization 
reduces pneumonia and 
pressure sore in severe 
stroke patients

筆頭演者 内藤　善規
13th International 
Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine 
World Congress

神戸市 2019/6/9

5
同種造血幹細胞移植を施行さ
れた症例の移植前と退院時の
運動・活動機能の比較・検討

筆頭演者 森坂　文子 第56回日本リハビリテー
ション医学会学術集会 神戸市 2019/6/15

6
ビデオセルフモデリング訓練
により吃音の認知に変化を認
めた1例

筆頭演者 小倉菜々子 第14回愛知県言語聴覚士
学術集会 名古屋市 2019/6/16

7 電文体発話を呈した交叉性失語の1例 筆頭演者 濵嶋　裕一 第20回言語聴覚学会 大分市 2019/6/30
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8
外傷性多発肋骨骨折、血胸を
受傷し、MI-Eを使用した一
症例

筆頭演者 中西　哲也 第2回三遠地区集中治療
リハビリテーション研究会 豊橋市 2019/8/31

9
急性期病院における脳卒中患
者の排泄状況改善に向けた事
前調査研究

筆頭演者 神谷　昌孝 第17回日本神経理学療法
学会学術大会 横浜市 2019/9/28

10
入院期高齢心不全患者の在院
日数に影響を及ぼす因子の検
討

筆頭演者 沢入　豊和 第23回日本心不全学会学
術集会 広島市 2019/10/6

11
物理療法を併用した促通反復
療法が歩行能力の回復に効果
を示した分枝粥腫病の一症例

筆頭演者 神谷　昌孝 第27回日本物理療法学会
学術大会 東京都 2019/10/19

12
当院リハビリセンターにおける
医療安全上の課題について　
－インシデントレポート解析に
よる－

筆頭演者 中川　光仁 第58回全国自治体病院学
会 徳島市 2019/10/24

13 自動車運転再開フローチャート作成と現状報告 筆頭演者 横江　玲奈 第58回全国自治体病院学
会 徳島市 2019/10/24

14
当院リハビリテーションセンタ
ーにおけるバランスト・スコアカ
ード利用の現状と問題点

筆頭演者 森嶋　直人 第2回理学療法管理部門
研究会 名古屋市 2019/11/23

15 当院の肺癌術後患者の現状とリハビリの進行状況 筆頭演者 中西　哲也 第60回日本肺癌学会学術
集会 大阪市 2019/12/6

16
急性大動脈解離StanfordB型
を発症し病棟と協力して自宅
退院に至った症例

筆頭演者 土屋　　葵 東三河ブロック症例発表
会 豊川市 2020/2/1

17 文理解障害に対する訓練方法の検討 筆頭演者 小倉菜々子 東三河ブロック症例発表
会 豊川市 2020/2/1

18
人工股関節全置換術における
患者用パスの修正による在院
日数の変化とリハビリテーシ
ョンの経過について

筆頭演者 馬渡　敬介 第50回日本人工関節学会 福岡市 2020/2/21

19
当院におけるリハビリテーシ
ョン依頼があった入院腎不全
患者の特徴

筆頭演者 倉橋　裕明 第10回日本腎臓リハビリ
テーション学会学術集会 東京都 2020/2/23

＜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
体重2460gの18トリソミー児に
対しNeoQMaskとボンネットを
組み合わせた在宅NPPV導入
症例

筆頭演者 高橋　佳奈 第20回　中部臨床工学会 石川県 2019/11/9

＜薬局＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 当院におけるヒドロモルフォンの使用状況 筆頭演者 鈴木　利規 第13回日本緩和医療薬学
会年会 千葉市 2019/6/2

2
ICU・救急病棟での問い合わ
せ事例と薬学的介入事例から
見える病棟薬剤師の役割

筆頭演者 笹野　綾乃 第58回全国自治体病院学
会 徳島市 2019/10/25

3 輸液バッグの形状や材質についての調査結果報告 筆頭演者 岡田　圭史 第29回日本医療薬学会年
会 福岡市 2019/11/2



－ 251 －

4 病棟薬剤師によるプレアボイド報告を増やすための取り組み 筆頭演者 佐藤　文美 第29回日本医療薬学会年
会 福岡市 2019/11/3

5
当院における肝細胞がん患者
に対するレンバチニブの使用
状況と副作用管理

筆頭演者 坂野　博紀 第29回日本医療薬学会年
会 福岡市 2019/11/3

6 睡眠薬の切り替えにおける転倒率の変化 筆頭演者 足立　　翼 第29回日本医療薬学会年
会 福岡市 2019/11/3

7 ICU・救急病棟における薬学的問題の調査 筆頭演者 笹野　綾乃 第29回日本医療薬学会年
会 福岡市 2019/11/3

8 ピッキングサポートシステム導入による効果と今後の課題 筆頭演者 佐藤　明男 愛知県病院薬剤師会東三
河支部会員勉強発表会 豊橋市 2020/2/6

＜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 現場力を高める仕組み～リンクナースの活用～ 筆頭演者 間瀬　有奈 第69回日本病院学会 札幌市 2019/8/2

2 小児訪問看護師が母親と信頼を築くプロセス 筆頭演者 坂田美枝子 日本小児看護学会第29回
学術集会 札幌市 2019/8/4

3 母親が小児訪問看護師を受け入れるプロセス 筆頭演者 坂田美枝子 第50回日本看護学会-在
宅看護-学術集会 宇都宮市 2019/9/14

4
外科クリニカルパスを逸脱し
た患者に対する受け持ち看護
師を中心とした早期介入につ
いて

筆頭演者 小島　麻未 2019年度　固定チームナ
ーシング全国研究集会 神戸市 2019/10/6

5 多職種協働での退院支援～在院日数短縮を試みて～ 筆頭演者 加藤　千夏 2019年度　固定チームナ
ーシング全国研究集会 神戸市 2019/10/6

6
母子分離にある褥婦の交流支
援の取り組みについて～産前
から産後まで切れ目のない支
援を目指して～

筆頭演者 千田さとみ 2019年度　固定チームナ
ーシング全国研究集会 神戸市 2019/10/6

7
患者・家族の想いに寄り添っ
た生活支援を考えて～生活状
況問診票の活用と受け持ち体
制を試みて～

筆頭演者 石部ひとみ 2019年度　固定チームナ
ーシング全国研究集会 神戸市 2019/10/6

8
新生児集中領域における手荒
れ改善への取り組み～手洗い
洗浄剤の変更を試みて

筆頭演者 福井　通仁 第58回全国自治体病院学
会 徳島市 2019/10/24

9 リンクナースの活動を通した周術期看護の質の向上 筆頭演者 鈴木　康代 第58回全国自治体病院学
会 徳島市 2019/10/24

10
意識調査から見えた救急う外
来センター看護師の物品管理
の現状

筆頭演者 山内　洋介 第58回全国自治体病院学
会 徳島市 2019/10/24

11 十二時間二交代制勤務実現に至った要因についての検討 筆頭演者 山口三恵子 第50回日本看護学会-看
護管理-学術集会 名古屋市 2019/10/24

12
トイレ関連動作評価表を用い
たリハビリとの連携～患者本
来の排泄行動に近づくために
出来ること～

筆頭演者 高野　純菜 第50回日本看護学会-慢
性看護-学術集会 鹿児島市 2019/11/14

13 壮年期がん患者とその家族を支える看護支援の検討 筆頭演者 三ツ矢まり子 第50回日本看護学会－慢
性期看護－学術集会 鹿児島市 2019/11/19

14
摂食・嚥下障害の患者に対しチ
ームで統一した口腔ケアを行い
経口摂取を可能にした一例～
KTバランスチャートを用いて～

筆頭演者 伊藤　由貴 固定チームナーシング第
19回中部地方会 名古屋市 2019/11/30
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15
脳腫瘍患者患者への早期隊員
を目指した看護介入について
～チェックリストを活用し患
者の思いに添った退院支援～

筆頭演者 川手　里紗 固定チームナーシング第
19回中部地方会 名古屋市 2019/11/30

16
テンプレート導入による口腔
ケアの統一化とスタッフの意
識向上に向けた取り組み

筆頭演者 佐藤　綾乃 固定チームナーシング第
19回中部地方会 名古屋市 2019/11/30

17
ストーマケア指導の充実を目
指して～装具選択アルゴリズ
ムとストーマケアカンファレ
ンスの活用～

筆頭演者 宮内　智裕 固定チームナーシング第
19回中部地方会 名古屋市 2019/11/30

18 新人看護師への精神面での関わりから学んだ事 筆頭演者 菰田　育秀 固定チームナーシング第
19回中部地方会 名古屋市 2019/11/30

19 ストーマラダー教育によるスタッフの意識変化 筆頭演者 名倉小百合
第37回日本ストーマ・排
泄リハビリテーション学
会総会

静岡市 2020/2/8

20 潤滑剤として使用するオリブ油の管理方法と細菌汚染の検証 筆頭演者 福井　通仁 第35回日本環境感染学会
総会・学術集会 横浜市 2020/2/15

21
子どもが真実を知ることの意
味～事例から子どもの予後告
知について検討する

筆頭演者 神藤　愛実 第34回日本がん看護学会
学術集会 東京都 2020/2/22

22 災害時に院内情報を一括共有するツールの検討 筆頭演者 杉浦　淳平 第25回日本災害医学学会
総会学術集会 神戸市 2020/2/22
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座長・司会（経営企画室・医療安全管理室・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 テクニカル基礎講座 加藤　豊大 第104回東三河RI技術検
討会 豊橋市 2019/7/5

2 座長 一般演題 市川　　肇 第11回金沢核医学技術検
討会 金沢市 2019/9/8

3 座長 核医学骨軟部組織① 市川　　肇 第47回日本放射線技術学
会秋季学術大会 大阪市 2019/10/18

4 司会 一般演題・症例検討 加藤　豊大 第105回東三河RI技術検
討会 豊橋市 2019/11/8

5 座長 核医学における最新技術の活
用 市川　　肇 第12回中部放射線医療技

術学術大会 浜松市 2019/11/30

6 座長 Spotlight session 喜多　和真 第73回MR研究会（東海
ブロック） 名古屋市 2020/1/18

＜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
再発時に免疫グロブリン軽鎖
の優位性が変化した濾胞性リ
ンパ腫の1例

内田　一豊 第68回日本医学検査学会 下関市 2019/5/19

2 座長
一般演題
中枢神経浸潤を認めた
Richter症候群の1例

内田　一豊 第68回日本医学検査学会 下関市 2019/5/19

3 座長
一般演題
濾胞性リンパ腫が進展したと
思われる高悪性度B細胞性リ
ンパ腫の1症例

内田　一豊 第68回日本医学検査学会 下関市 2019/5/19

4 座長 知っておくべき薬理 内田　一豊 2019年度日臨技　ベット
サイト実践講習会 豊田市 2019/11/30

5 座長 パニック値に迫る 内田　一豊 2019年度愛臨技　スキル
アップ研修会 名古屋市 2020/1/26

6 座長 グラム染色標本からの新たな
菌種同定法の開発　他4題 山口　育男 第31回日本臨床微生物学

会総会・学術集会 金沢市 2020/1/31

7 座長 水質・水温によるグラム染色
への影響　他6題 山口　育男 第31回日本臨床微生物学

会総会・学術集会 金沢市 2020/2/1

8 座長 令和元年度愛臨技精度管理報
告 森下　拓磨 生物化学分析検査研究会 名古屋市 2020/2/1

＜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 一般口演　1群　評価 森嶋　直人 第42回日本顔面神経学会 大阪市 2019/5/30
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＜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 司会 高齢者医療におけるフレイル
と栄養の問題 石川　元章 三河BYG講演会 豊橋市 2020/1/10

＜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 これからのICT・AST～各施
設のラウンド状況について 伊藤賀代子 第22回東三河地区感染管

理担当者座談会 豊橋市 2019/6/15

2 座長 （第4会場　Ⅱ群）長期入所施
設の取り組み 金田千恵子 2019年度　固定チームナ

ーシング全国研究集会 神戸市 2019/10/6

3 座長 人的資源管理2 間瀬　有奈 第50回日本看護学会－看
護管理―学術集会 名古屋市 2019/10/23

4 座長 感染症対策（全般） 高橋　一嘉 第23回東三河地区感染管
理担当者座談会 豊橋市 2019/11/16

5 座長 （文科会4）人材育成・応援態
勢 洞口　尚子 固定チームナーシング第

19回中部地方会 名古屋市 2019/11/30

6 座長 （文科会5）退院支援・チーム
医療 姫田　栄子 固定チームナーシング第

19回中部地方会 名古屋市 2019/11/30

＜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
シンポジウム
放射線部門における必要なデ
ータ項目について

原瀬　正敏 第75回日本放射線技術学
会総会学術大会 横浜市 2019/4/13

2 司会
セミナー
放射線診療部門からの医療経
営を考える 

原瀬　正敏 第47回日本放射線技術学
会秋季学術大会 大阪市 2019/10/19

司会 セミナー
BCPと医療IT 原瀬　正敏 第15回中部医療情報技師

会研究会 名古屋市 2019/11/2

3 座長
セミナー
医療情報を利用した研究　
－実験だけが研究ではないの
です－

原瀬　正敏 第12回中部放射線医療技
術学術大会 浜松市 2019/11/30
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講演（経営企画室・医療安全管理室・診療技術局・薬局・看護局・事務局）
＜経営企画室＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1 これまでのDPC分析と経営企画室の取組について 山本　晃士 全国自治体協議会　DPC分析事
例研究発表会 東京都 2019/11/7

＜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 核医学領域における医療安全 市川　　肇 第75回日本放射線技術学会総会
学術大会 横浜市 2019/04/13

2 骨SPECT撮像ガイドライン1.0 を実践するためのポイント 市川　　肇 第29回京滋核医学セミナー 京都府 2019/06/08

3 SNMMI 2019参加報告 市川　　肇 第104回東三河RI技術検討会 豊橋市 2019/07/05

4 骨SPECT画像評価の現状と未来 市川　　肇 第9回熊本核医学研究会 熊本市 2019/08/04

5 空間分解能と対象物サイズの関係 加藤　豊大 第1回中部核医学セミナー 豊橋市 2019/09/01

6 核医学領域におけるファントム実験 市川　　肇 第47回日本放射線技術学会秋季
学術大会 大阪市 2019/10/17

7 核医学技術学会誌への論文投稿 市川　　肇 第39回日本核医学技術学会総会
学術大会 松山市 2019/11/02

8 骨SPECTの画像評価 市川　　肇 第24回核医学技術研修会 久留米市 2019/11/24

9 骨SPECT画像評価の現状とその未来 市川　　肇 第12回中部放射線医療技術学術
大会 浜松市 2019/11/30

10 ROC解析を学ぶ 市川　　肇 第2回核医学チューター養成プロ
グラム 東京都 2019/12/14

＜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 鉄の摂取～体内動態について 森下　拓磨 生物化学分析検査研究会 名古屋市 2019/4/6
2 臨床検査値の見方について 榊原　沙知 第145回NST定期教育講演会 豊橋市 2019/5/15

3 身近に感じよう病理検査 榊原　沙知 2019年度愛臨技新人サポート研
修会 名古屋市 2019/5/26

4 愛臨技学術部活動の紹介 内田　一豊 2019年度愛臨技新人サポート研
修会 名古屋市 2019/5/26

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 2019/6/12

6 材料別の培養と釣菌－泌尿器・生殖器－ 山本　　優 愛臨技微生物検査研究班研究会 名古屋市 2019/7/6

7 異常値、パニック値 森下　拓磨 第19回愛知県医学検査学会 名古屋市 2019/7/7

8 XNシリーズによる血液および体腔液の運用 内田　一豊 TSLM（台湾）シンポジウム 台湾 2019/7/13

9 呼吸器：良性・炎症性疾患 榊原　沙知 令和元年度　細胞学会　東海連
合会細胞診基礎講座 名古屋市 2019/7/29

10 豊橋市民病院　中央臨床検査室ISO15189取得経験について 内田　一豊 2019年度日臨技中部圏支部研修
会　臨床検査総合部門研修会 名古屋市 2019/9/7
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11 末梢血の見方 内田　一豊 三重県技師会　血液検査基礎講
座 鈴鹿市 2019/9/14

12 感染症法の届け出基準について 山本　　優 三河地区微生物勉強会 岡崎市 2019/11/27

13 その輸血、私たちがお届けします！輸血検査室、安心の工夫 中村　　藍
公益社団法人　愛知県臨床検査
技師会　輸血検査研究班　講演
会

名古屋市 2019/12/8

14 菌のよもやま話～温故知新編～ 山口　育男 第22回微生物カンファレンス
“東海” 名古屋市 2020/1/11

15 症例1劇症型溶血性連鎖球菌感染症 山本　　優 愛臨技スキルアップセミナー 名古屋市 2020/1/26

16 体腔液検査のおける分析装置の活用 内田　一豊 シスメックスヘマトロジーカン
ファレンス 札幌市 2019/3/9

17 質量分析器導入は「賛成」vs「反対」 山口　育男 第6回東海BDエキスパートセミ
ナー 名古屋市 2019/3/16

＜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10回顔面神経麻痺リハビリテ
ーション技術講習会 大阪市 2019/5/31

2
高齢心不全患者に対する心臓リ
ハビリテーション　～急性期病
院における現状と課題～

沢入　豊和 心不全講演会 碧南市 2019/6/28

3 Dubowitz評価 神谷　　猛 理学療法士講習会　赤ちゃんリ
ハビリテーション研修会 豊橋市 2019/9/1

4 当院における移植患者への取り組み　－これまでと今後－ 神谷　　猛 第7回東海北陸BMTリハビリ研
修会 名古屋市 2019/9/14

5 SMAⅠ型へのヌシネルセン投与後の筋力変化 神谷　　猛 小児SMAトータルケアを考える 
in愛知 名古屋市 2019/10/3

6 脳卒中患者の歩行能力を高める膝装具（Kneemo）について 神谷　昌孝 穂の国脳卒中医療連携研究会 豊橋市 2019/10/24

7 リハビリテーションにおける心不全の診方・在り方 沢入　豊和 第191回豊橋リハビリテーション
連絡会 豊橋市 2019/11/6

8
末梢性顔面神経麻痺の後遺症と
リハビリテーションの介入時期
－理学療法士の立場から－

森嶋　直人 第3回日本リハビリテーション医
学会秋季学術集会 大阪市 2019/11/15

9 一次救命処置と基本処置 上村　晃寛 公益社団法人愛知県理学療法士
会　新人教育プログラム 名古屋市 2019/11/17

10 自分でできる脳卒中リハビリ 内藤　善規 第12回豊橋脳卒中市民講座 豊橋市 2019/11/24

11 理学療法における関連法規 上村　晃寛 公益社団法人愛知県理学療法士
会　新人教育プログラム 豊川市 2019/12/8

12 当院の肺癌術後患者の現状とリハビリの進行状況 中西　哲也 豊橋がん診療フォーラム 豊橋市 2020/1/16

13 日常生活を楽にする工夫　－作業療法士の日常生活支援－ 川合　康夫 がん患者サロン　ミニ講座 豊橋市 2020/1/28

＜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 補助循環について 後藤　成利 臨床工学技士研究会in三河 名古屋市 2019/7/6
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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 2019/6/19
2 抗がん薬について 町支　優和 リスクマネジメント講習会 豊橋市 2019/6/20
3 注射薬について 岡田　圭史 リスクマネジメント講習会 豊橋市 2019/6/20
4 処方薬について 橋本　雅子 リスクマネジメント講習会 豊橋市 2019/6/25
5 麻薬について 鈴木　利規 リスクマネジメント講習会 豊橋市 2019/6/25

6 多剤耐性グラム陰性桿菌に対する抗菌薬 森　　章典 院内感染対策講習会 豊橋市 2019/8/29

7 認知症とせん妄　不穏時、不眠時の治療薬について 大川　昌宏 令和元年度認知症研修会 豊橋市 2019/10/23

＜看護局＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
過去3年間における全国高等学校
登山大会の実態から山岳看護師
の役割を考える

浦川　陽子 第39回日本登山医学学会学術集
会 つくば市 2019/6/23

2 SMBGデータを用いた療養指導 山口三恵子 プラスケアスタイルセミナー
2019名古屋 名古屋市 2019/7/11

3 新生児看護:ファミリーセンタードケア、痛みのケア 須貝　涼子 理学療法士講習会（基本編理論）
赤ちゃんリハビリテーション研修会 豊橋市 2019/8/31

4 地域包括ケアシステムの現状を知ろう！～それぞれの立場から～ 加賀　敦子 令和元年度　地域包括ケア推進
看護連携検討会 豊川市 2019/9/7

＜事務局＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

1
放射線部門における必要なデータ
項目について　－データ利活用者
から見た必要なデータ項目－

原瀬　正敏 第75回日本放射線技術学会総会
学術大会 横浜市 2019/4/13

2 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25回PACS Specialistセミ
ナーin北海道

札幌市 2019/7/7

3 はじめてみませんかBCP ～医用画像部門システムを中心に～ 原瀬　正敏
日本放射線技術学会医療情報部
会　第26回PACS Specialistセミ
ナーin北海道

札幌市 2019/7/7

4 豊橋市民病院　システム導入の取組について 原瀬　正敏 キャノンメディカルシステムズ
ユーザー会 東京都 2019/7/17

5 システム更新（HIS・RISの更新） 原瀬　正敏 2019年度 第1回医療画像情報精
度管理士セミナー 東京都 2019/7/20

6 システム更新（HIS・RISの更新） 原瀬　正敏 2019年度 第2回医療画像情報精
度管理士セミナー 神戸市 2019/8/31

7 大容量データ時代のPACS更新 ～経営的側面から考える～ 原瀬　正敏 第47回日本放射線技術学会秋季
学術大会　ランチョンセミナー５ 大阪市 2019/10/17

8 BCPの勘所 原瀬　正敏 第15回中部医療情報技師会研究
会 名古屋市 2019/11/2

9
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11回ベーシックセミナー
in大阪

大阪市 2019/11/16
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10 ガイドライン・情報リテラシー 原瀬　正敏 2019年度 第3回医療画像情報精
度管理士セミナー 東京都 2019/12/8

11 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26回PACS Specialistセミ
ナーin名古屋

名古屋市 2020/1/17
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論文・著書（経営企画室・医療安全管理室・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 低格子比グリッドを用いた腹部ポータブ
ル撮影における散乱線補正処理の有用性 筆頭著者 市川　　肇 日放線技会誌. 2019; 75: 885-891.

2 国内の核医学検査における追加撮像の実
態調査 筆頭著者 加藤　豊大 日放線技会誌. 2020; 76: 285-294.

3
Imaging technology for myocardial 
perfusion single-photon emission 
computed tomography 2018 in Japan

共同著者 Hajime 
Ichikawa Jpn J Radiol. 2020; 38: 274-282.

4 Current state of bone scintigraphy 
protocols and practice in Japan 筆頭著者 Hajime 

Ichikawa
Asia oceania J Nucl Med Biol. 
2020; 8: -.

＜看護局＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 新人スタッフ必携！糖尿病の病態生理・
療養指導Ｑ＆Ａ80 共同著者 山口三恵子 糖尿病ケア. 2020; 別冊: 124-125.

2 ICU・NICU・整形外科病棟のペア受け
持ち方式・経験録活用 共同著者 菊地　直幸

固定チームナーシング 責任と継続
性のある看護のために（第4版）. 
2019; : 238-238.

3 まるごと泌尿器科患者の疑問に答えるQ
＆A 共同著者 佐藤　美弥 泌尿器Care&Cure Uro-Lo. 2019; 

24: 83-84.

4
山岳看護師視点による高校登山安全管理
サポート
～高校登山競技での『体調振り返りシー
ト』導入を試みて～

共同著者 浦川　陽子 登山研修. 2020; 35: 34-41.

＜リハビリテーション技術室＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 積分筋電図による末梢性顔面神経麻痺の
治癒基準について 筆頭著者 森嶋　直人 Facial Nerv Res. 2019; 39: 67-69.

2
Enhancement of waliking ability using 
custom-made hinged knee brace in 
patients who experienced ambient 
stroke and are in the acute phase

筆頭著者 内藤　善規 J Phys Ther Sci. 2019; 31: 913-916.

3 理学療法士が捉える子どもの変化 筆頭著者 神谷　　猛 小児リハ. 2019; 3: 34-44.

4 新生児から乳幼児期までの発達評価と家
族への説明 筆頭著者 神谷　　猛 with NEO. 2019; 32: 128-131.

＜事務局＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 大容量データ時代のPACSの経営効果を
考える 共同著者 原瀬　正敏 RadFan. 2019; 17: 90-92.


