
公益財団法人日産厚生会 玉川病院 

ヘルニアセンター 

【学会発表】 

Nuck 管水腫に対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の検討 

藤原直人、中嶋 昭 他 

第 14 回日本ヘルニア学会学術集会 2016.10.29 

 

超高齢者における鼠径ヘルニアの治療戦略 

川村 徹、中嶋 昭 他 

第 14 回日本ヘルニア学会学術集会 2016.10.29 

 

Ⅰ型鼠径ヘルニアにおけるヘルニア嚢円形離断優先の有用性 

齋藤賢将、中嶋 昭 他 

第 14 回日本ヘルニア学会学術集会  2016.10.29 

 

Nuck 管水腫に対する手術症例 37 例の検討 

藤原直人、中嶋 昭 他 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11.24 

 

術前診断が可能で腹腔鏡下に修復した鼠径ヘルニア偽環納の一例 

茂原富美、中嶋 昭 他 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11.24 

 

若年成人鼠径ヘルニアに対する内鼠径輪縫縮術の合理性－前方切開法から TAPP 法 

川村 徹、中嶋 昭 他 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11.26 

 

腹腔鏡下に修復した鼠径ヘルニア偽環納の一例 

茂原富美、中嶋 昭 他 

 第 5 回お茶の水ヘルニア研究会 2017.3.4 

 

【座長・司会】 

女性の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の適応、手技、成績 

中嶋 昭 

第 14 回日本ヘルニア学会学術集会 2016.10.29 

 

鼠径ヘルニアはどう手術すべきか？小児から成人まで年齢からみた至適術式 



中嶋 昭 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11.26 

 

鼠径ヘルニア 1 

 川村 徹 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11.26 

 

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 

野谷啓之 

 第 5 回お茶の水ヘルニア研究会 2017.3.4 

 

鼠径ヘルニア修復術 

 川村 徹 

第 5 回お茶の水ヘルニア研究会 2017.3.4 

 

気胸研究センター 

【学会発表】 

The localization pattern of bullae of pneumothorax in Marfan syndrome. 

S.Yamanaka, M.Kurihara, T.Mizobuchi  

The 24th Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic surgery 2016.4.8 

 

狭帯域光（Narrow Band Imaging）併用による胸腔内子宮内膜症病変の診断精度および当科のいわゆる

“月経随伴性気胸”に対する手術成績の検討：Accuracy of Narrow Band Imaging in Conjunction with 

White Light for Detection of Disseminated Thoracic Endometriosis.  

溝渕輝明、栗原正利、江花弘基 他 

第 116 回日本外科学会定期学術集会 2016.4.14  

 

Endo FB3.0 Floating Ball®を用いた自然気胸に対する治療の有効性の検討  

山中澄隆、栗原正利、溝渕輝明 他 

第 116 回日本外科学会定期学術集会 2016.4.14 

 

気胸研究センターにおける気胸患者の変遷 

山中澄隆、栗原正利、溝渕輝明 

第 33 回日本呼吸器外科学会総会 2016.5.12 

 

胸腔内子宮内膜症関連気胸‟いわゆる月経随伴性気胸″は手術で制御可能か？狭帯域光併用の観察所見を

交えて 

溝渕輝明、栗原正利、山中澄隆 



第 33 回日本呼吸器外科学会総会 2016.5.12 

 

炭素線治療後局所再発に対するサルベージ手術例の検討 

溝渕輝明 

第 33 回日本呼吸器外科学会総会 2016.5.13 

 

Total Covering Technique for Recurrent Pneumothorax in Patients of Birt-Hogg-Dube Syndrome 

T. Mizobuchi, M.Kurihara, H.Ebana  

American Thoracic Society  2016.5.17 

 

Thoracographic Fibrin Glue Sealing Method: A novel interventional 

Treatment for pneumothorax with intractable persistent air leakage  

M.kurihara, T.Mizobuchi, S.Yamanaka 

4th European Conference on General Thoracic Surgery 2016.5.31 

 

巨大肺嚢胞に対する胸腔鏡手術症例の検討 

山中澄隆、栗原正利、溝渕輝明 

第 39 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2016.6.22 

 

Marfan 症候群における肺嚢胞発生様式の検討 

山中澄隆、栗原正利、溝渕輝明 

第 16 回気胸肺嚢胞スタディグループ勉強会 2016.7.30 

 

人を対象とする医学研究における倫理指針の現状 

溝渕輝明 

第 16 回気胸肺嚢胞スタディグループ勉強会 2016.7.30 

 

胸腔内子宮内膜症関連気胸に対する当科の手術：狭帯域光併用の観察所見を交えて 

溝渕輝明、栗原正利、山中澄隆 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会 2016.9.9 

 

Birt-Hogg-Dubé Syndrome を疑うべき新規臨床スコアリングシステムの作成 

江花弘基、栗原正利、溝渕輝明 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会 2016.9.9 

 

非典型的な CT 画像を呈したリンパ脈管筋筋腫症 

岡本康人、栗原正利、溝渕輝明 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会 2016.9.9 



びまん性嚢胞性肺疾患の難治性再発性気胸に対する胸腔鏡下全胸膜カバーリング術 

栗原正利、溝渕輝明、山中澄隆 

第 69 回日本胸部外科学会学術集会 2016.9.29 

 

当科における続発性気胸に対する VATS 施行症例の背景と成績 

溝渕輝明、栗原正利、山中澄隆 

第 69 回日本胸部外科学会学術集会 2016.10.1 

 

A rare case of right thoracic endometriosis related pneumothorax in a patient with Birt-Hogg Dube 

syndrome 

T. Mizobuchi, M.Kurihara, H.Ebana  

The 21st Congress of the Asian Pacific Society of Respirology 2016.11.13 

 

Covering technique with absorbable cellulose mesh for recurrent and refactory pneumothorax in 

patients of BHD syndrome 

T. Mizobuchi, M.Kurihara, H.Ebana  

The 21st Congress of the Asian Pacific Society of Respirology 2016.11.14 

 

Birt-Hogg-Dubé 症候群に胸腔内子宮内膜症を合併した右続発性気胸の一例 

若林宗弘、栗原正利、溝渕輝明 

第 159 回日本呼吸器内視鏡学会関東支部会 2016.11.26 

 

胸腔内子宮内膜症の進行分類の試み 

栗原正利、溝渕輝明 

第 38 回日本エンドメトリオシス学会学術講演会 2017.1.22 

 

稀少部位子宮内膜症関連気胸の術後長期成績と再発因子の検討 

溝渕輝明、栗原正利 

第 38 回日本エンドメトリオシス学会学術講演会 2017.1.22 

 

全国胸腔内子宮内膜症 患者会アンケート 

土井美奈子、栗原正利、溝渕輝明 

第 38 回日本エンドメトリオシス学会学術講演会 2017.1.22 

 

治療抵抗性の胸腔内子宮内膜症関連気胸（いわゆる月経随伴性気胸）に対する全胸膜カバーリング術の

治療成績 

溝渕輝明、栗原正利、山中澄隆 

第 1 回気胸・嚢胞性肺疾患フォーラム 2017.2.4 



気胸を繰り返す LAM 患者に対する Total Pleural Covering(TPC)術 

栗原正利、溝渕輝明 

第 15 回スプリングセミナー沖縄 2017.3.30 

 

【講演会・シンポジウム】 

月経随伴性気胸 

栗原正利 

熊本呼吸器外科フォーラム 2016  2016.5.20 

 

最近の月経随伴性気胸について 

栗原正利 

岡山呼吸器外科懇話会 2016.7.15 

 

気胸研究センターにおける現状と課題 

栗原正利、溝渕輝明、山中澄隆 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会 2016.9.9 

 

月経随伴性気胸を語る 

栗原正利 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会 2016.9.10 

 

気胸手術における COVERING 材の基礎的検討 

山中澄隆、栗原正利、溝渕輝明 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会 2016.9.10 

 

再生酸化セルロースメッシュは酸性刺激により胸膜肥厚と癒着防止効果をもたらす 

江花弘基、瀬山邦明、栗原正利 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会 2016.9.10 

 

加齢に伴う息苦しさや息切れ 

栗原正利 

玉川病院第 12 回市民公開講座 2016.11.19 

 

月経随伴性気胸の歴史と用語の解説 

栗原正利 

第 4 回月経随伴気胸患者会勉強会 2016.11.20 

 

Catamenial pneumothorax 



M.Kurihara 

Pusan University Hospital Pneumothorax Symposium 2017.2.11 

 

Surgical treatment for LAM & BHD Syndrome 

T.Mizobuchi 

Pusan University Hospital Pneumothorax Symposium 2017.2.11 

 

気胸専門病院における気胸治療の最前線 

溝渕輝明 

Tokyo Lung Conference U40 2017.3.2 

 

The current topics for LAM 

M. Kurihara 

LAM treatment alliance. Mt Sinai Hospital 2017.3.6 

 

呼吸器外科領域における癒着防止材の臨床ニーズ 

栗原正利 

技術情報協会講演会 癒着防止のための材料の応用と臨床ニーズ 2017.3.14 

 

【座長・司会】 

一般示説 61 「乳糜胸、癒着術」 

溝渕輝明 

第 33 回日本呼吸器外科学会総会 2016.5.12 

 

一般演題 気胸嚢胞性肺疾患 

栗原正利 

第 33 回日本呼吸器外科学会総会 2016.5.13 

 

特別講演「希少部位子宮内膜症の現状と展望」 

栗原正利 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2016.9.9 

 

全国胸腔内子宮内膜症候群患者会アンケート報告 

栗原正利 

第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2016.9.10 

 

ワークショップ（呼吸器 2）続発性気胸に対する治療戦略 

栗原正利 



第 69 回日本胸部外科学会定期学術集会 2016.9.29 

 

月経随伴性気胸患者会学習会「日本における患者会の発展と役割について」 

栗原正利 

第 4 回月経随伴気胸患者会勉強会 2016.11.20 

 

肺･気管･気管支：良性疾患２ 

栗原正利 

第 78 回日本臨床外科学会 2016.11.26 

 

デジタルポスター16 呼吸器 気胸 

栗原正利 

第 29 回日本内視鏡外科学会総会 2016.12.8 

 

リハビリテーションセンター・リハビリテーション科 

【学会発表】 

アルツハイマー病患者の日常生活歩行における歩行サイクルの変動率について 

日熊麻耶 他 

第 57 回日本神経学会学術大会 2016.5.18 

 

経頭蓋磁気刺激 triple stimulation technique(TST)を用いた脳血管障害患者における運動麻痺の評価 

平島富美子、和田義明 

第 53 回日本リハビリテーション医学会 2016.6.9 

 

回復期リハビリ病棟での総合診療の重要性 過去 5 年の合併症の検討から 

和田義明 

第 13 回日本病院総合診療医学会学術総会 2016.9.16 

 

ペランパネルが Lance-Adams 症候群の重度ミオクローヌスの軽減に効果を示した１例 

和田義明、坂戸勇介、十河正弥 他 

城南地区てんかん診療を考える会 2017.3.9 

 

【講演会・シンポジウム】 

地域包括ケアシステムでの地域かかりつけ医との連携 地域病院の立場から 医師のアンケート調査結

果を中心に 

和田義明 

世田谷在宅医療フォーラム 2016.4.16 

 



高次脳機能障害について 

和田義明 

高次脳機能障害者と家族の会講演会 2016.5.15 

 

脳卒中の克服 

和田義明 

玉川病院脳卒中講演会 2016.7.16 

 

著明な前頭葉機能障害を示した 30 代脳出血の事例 

和田義明 

区西南部高次脳機能障害支援普及事業「専門的リハビリテーションの充実」症例検討会 2016.9.13 

 

前頭葉の機能障害とは前頭葉だけの問題ではない 

和田義明 

区西南部高次脳機能障害支援普及事業「専門的リハビリテーションの充実」症例検討会 2016.9.13 

 

画像所見からみた高次脳機能障害とそのアプローチ 

和田義明 

第 17 回東京臨床理学療法研究会（高次脳機能障害 ABC）2016.9.24 

 

脳梗塞予防と出血のリスクを見据えた抗凝固療法 

和田義明 

New Era in Anticoagulation 2016.11.10 

 

分かりやすく学ぶ認知症 

和田義明 

ベネッセ地域医療セミナー 2017.1.14 

 

脳卒中の克服 

和田義明 

玉川病院脳卒中講演会 2017.1.14   

 

アルツハイマー病における歩行異常について 

日熊麻耶 

7 th D3N Conference 2017.1.18 

 

記憶障害について 

和田義明 



区西南部高次脳機能障害支援普及事業「専門的リハビリテーションの充実」症例検討会 2017.3.15 

 

画像所見から見た高次脳機能障害とそのアプローチ 

和田義明 

みさと総合リハビリテーション病院 みさとＳＴリハビリ講演会 2017.3.26 

 

【座長・司会】 

sesseion2 「認知症の鑑別と治療」 

和田義明 

Multi Care Symposium～早期治療介入の重要性を考える～ 2016.7.24 

 

sesseion2 「認知症者を取り巻く社会問題」 

和田義明 

区西南部医療圏 認知症連携カンファレンス 2016.8.30 

 

一般演題 

和田義明 

Fighting Epilepsy in 城南 2016.9.1 

 

Special Lecture 

和田義明 

7 th D3N Conference 2017.1.18 

 

Special Lecture 

和田義明 

DOAC Conference in 城南 2017.2.16 

 

特別講演 

和田義明 

認知症を考える会 in 玉川 2017.3.1 

 

股関節センター 

【学会発表】 

新しい映像技術 AR を用いた, 人工股関節置換術における簡易 navigation system "AR-HIP" 

小川博之 他 

第 89 回日本整形外科学会学術総会 2016.5.12 

 

Single wedge stem の設置の違い（屈曲・中間位挿入）における三次元的評価 



加瀬雅士 他 

第 89 回日本整形外科学会学術総会 2016.5.12 

 

THA 術後 5 年の可動域の推移 

藤原 鷹 他 

第 89 回日本整形外科学会学術総会 2016.5.12 

 

近位大腿骨軸を指標とした大腿骨前捻角の再現性の検討 

佐藤 啓 他 

第 89 回日本整形外科学会学術総会 2016.5.14 

 

CT 画像を用いた寛骨臼の形態評価 

萩尾慎二 他 

第 89 回日本整形外科学会学術総会 2016.5.14 

 

Acetabular cup position in DDH patients 

松原正明 

CORAIL AT 30 YEARS HIP SYMPOSIUM 2016.5.26-27 

 

TKA 術後の疼痛管理として皮下 PCA を使用した際の有用性の検討 

天野祐輔 

JOSKAS 2016.7.29 

 

人工股関節置換術後の反復性後方脱臼に対し、ネスプロン®ケーブルシステムによる後方再建を行った一

例 

加瀬雅士、松原正明、奥田直樹 他 

第 2 回 NCS 東京講習会（パネルディスカッション） 2016.9.3 

 

The long-term results of cementless anatomical short stem especially made for DDH patients. 

Matsubara M 

12th CONGRESS OF THE EUROPEAN HIP SOCIETY  2016.9.7 

 

Pathology about absence of joint space narrowing coxarthritis of DDH. 

Matsubara M, Kimura A, Kase M, Ogawa H, Yamada J, Okuda N, Sato A 

12th CONGRESS OF THE EUROPEAN HIP SOCIETY  2016.9.7 

 

骨粗鬆症性骨折－治療と二次予防－ 大腿骨近位部骨折の治療と二次予防、その現状と課題 

松原正明 



第 65 回東日本整形災害外科学会（シンポジウム）2016.9.23 

 

インターネット・ホームページの問題点と課題 

 松原正明 

 第 43 回日本股関節学会集会（パネルディスカッション）2016.11.4 

 

人工股関節再置換術における手術部位感染予測因子としてのドレーン先端培養の有用性 

 天野祐輔、松原正明、奥田直樹 他 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.4 

 

当科における両側同時人工股関節置換術の検討 

 奥田直樹、松原正明、木村晶理 他 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.4 

 

日本女性 DDH 患者における、寛骨臼前方開角と大腿骨前捻角の計測 

 加来拓実、松原正明、奥田直樹 他 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.4 

 

80 歳以上の高齢者に対するセメントレス THA の中・長期成績 

 佐藤敦子、松原正明、奥田直樹 他 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.4 

 

両側人工股関節置換術における総出血量と適切な自己血貯血量に関する検討 

 野木圭介、松原正明、奥田直樹 他 

 第 43 回日本股間節学会集会 2016.11.4 

 

トラネキサム酸投与が人工股関節置換術において深部静脈血栓症に与える影響について 

 山田 淳、松原正明、奥田直樹 他 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.4 

 

人工股関節全置換術患者の術後股関節外転筋力回復過程に影響する因子の抽出 

 永松香穂、松原正明、佃岳 他 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.4 

 

自己効力感や疼痛の破局的思考が人工股関節全置換術術後の早期歩行自立に及ぼす影響 

 佃 岳、松原正明、永松香穂 他 

 第 43 回日本股間節学会集会 2016.11.4 

 



パンフレット使用による効果的な術前オリエンテーションの検討 

秋庭良子、松原正明、奥田直樹 他 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.4 

 

人工股関節置換術の術中安定性評価における側臥位・仰臥位それぞれの有意性（Navigation を用いた比

較検討） 

 小川博之、松原正明、奥田直樹 他 

第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.5 

 

術後 15 年での京セラ AMS ライナーの摩耗率ノンクロスリンク vs クロスリンクポリエチレンライナー 

木村晶理、松原正明、奥田直樹 他  

第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.5 

 

人工股関節置換術における大腿骨中心の 3 次元的移動量の評価 

 加瀬雅士、松原正明、奥田直樹 他 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.5 

 

セメントレス・アナトミカル ショート モジュラーネック ステム（Mainstay）の短期成績 

 松原正明 他 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.24 

 

Corail セメントレスステムによる人工股関節全置換術後の X 線変化と腰椎骨密度の検討 

 加来拓実 他 

第 47 回日本人工関節学会 2017.2.24 

 

当科における S-ROM ステムの成績 

 佐藤敦子 他 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.24 

 

セントピラーを使用した THA の術後成績 

 加瀬雅士 他 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.24 

 

人工股関節術後の空港でのセキュリティーチェックについて 

 木村晶理 他 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.24 

 

Taperloc complete microplasty の短期成績 



 奥田直樹 他 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.25 

 

側臥位前外側アプローチにて THA を施行した SL-PLUS MIA Stem と SL-PLUS MIA HA Stem にお

ける術後 1 年成績 

 小川博之 他 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.25 

 

人工股関節置換術後の反復性後方脱臼に対し、ネスプロンⓇ ケーブルシステムによる後 方再建を行っ

た一例 

 加瀬雅士 他 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.25 

 

股関節症状を有しない患者に対する CT を用いた検討 

 天野祐輔 他 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.25 

 

VR(virtual reality)を用いた直観的操作可能な 3D テンプレートソフト「VRHIP」 

 小川博之 

 第 11 回日本 CAOS 研究会 2017.3.9 

 

人工股関節置換術の術中安定性評価における側臥位・仰臥位それぞれの有意性(Navigation を用いた比較

検討） 

 小川博之 

 第 11 回日本 CAOS 研究会 2017.3.9 

 

【講演会・シンポジウム】 

変形性股関節症の基礎と治療 

松原正明 

ファイザー製薬勉強会 2016.4.1 

 

日本人の大腿骨形状から見たアナトミカルステムデザイン 

松原正明 

第 89 回日本整形外科学会学術総会 2016.5.13 

 

最近よく聞く“ロコモティブシンドローム”ってなに！？～健康寿命を延ばすために知っておきたいこと

～  

松原正明 



玉川病院第 6 回市民公開講座 2016.5.18 

 

近位大腿骨温存を目的とした stem(Mainstay)の適応と実際-pitfall を含めて 

松原正明 

Mainstay テクニカルセミナー 2016.6.24 

 

ロコモ（ティブシンドローム）て何？ ロコモを知って、健康で快適な生活を 

松原正明 

ベネッセスタイルケア二子玉川セミナー 2016.6.25 

 

骨粗鬆症と大腿骨近位部骨折 

松原正明 

旭化成ファーマ社内講演会 2016.7.22 

 

Mainstay ステムのコンセプト、アプローチ別ピットフォール 

松原正明 

Mainstay テクニカルセミナー 2016.8.6 

 

Consideration for stem planning and placement 

松原正明 

CORAIL AT 30 YEARS HIP SYMPOSIUM (BANGKOK) 2016.8.10 

 

10 step you must take when implanting the cup 

松原正明 

CORAIL AT 30 YEARS HIP SYMPOSIUM (BANGKOK) 2016.8.10 

 

Consideration for cup placement with DDH 

松原正明 

CORAIL AT 30 YEARS HIP SYMPOSIUM (BANGKOK) 2016.8.10 

 

Hip Arthroplasty after Intertrochanteric Fractures 

松原正明 

The Thai Hip ＆ Knee Society 2016.8.12 

 

Extraction of well-fixed extended porous-coated cementless stem using a femoral longitudinal split 

procedure 

松原正明 

The Thai Hip ＆ Knee Society 2016.8.13 



Case -Based Panel Discussion Complex Primary & Revision Hip Arthroplasty 

松原正明 

The Thai Hip ＆ Knee Society 2016.8.13 

 

Experience and concern about using Corail stem 

松原正明 

CORAIL 金沢 symposium 2016.8.22 

 

「人工股関節ステムの選択基準」－年齢・骨質・大腿骨形態に応じた戦略－ 

松原正明 

Yamaguchi THA Seminar～Total Solution Strategy～ 2016.9.16 

 

関節機能障害と治療 

 松原正明 

 日本運動器看護学会認定運動器看護師育成講座 2016.10.15 

 

腰痛・下肢痛の診断と治療 

 松原正明 

 世田谷区医師会講演会 2016.10.20 

 

術前計画とインプラント設置コンセプト 

 松原正明 

 Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2016 2016.11.26-27 

 

脱臼・骨盤前後傾・機能的脚長差 

 松原正明 

 Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2016 2016.11.26-27 

 

側臥位 Anterolateral アプローチ（OCM） 

 松原正明 

 Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2016 2016.11.26-27 

 

患者満足度向上のためのインフォームドコンセント 

 松原正明 

 Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2016 2016.11.26-27 

 

THA の歴史と変遷・インプラントデザイン 

 松原正明 



 Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2016 2016.11.26-27 

 

大腿骨近位部骨折の治療と二次予防－その現状と課題－ 

 松原正明 

 Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2016 2016.11.26-27 

 

Experience and concern about using Corail stem 

 松原正明 

 CORAIL ユーザーズミーティング 2016.12.10 

 

THA 後の股関節脱臼と脱臼予防に対するこだわり 

 松原正明 

 第 1 回名古屋股関節倶楽部 2017.1.14 

 

セメントレス人工股関節における表面加工 

 松原正明 

 第 2 回 HIT 研究会 2017.2.25 

 

肩・膝関節傷害の診断と治療法-スポーツ選手から高齢者まで- 

 望月智之 

 世田谷整形外科研修会 2017.3.1 

 

シンポジウム：ショートステムの近未来 

 木村晶理、松原正明 

 第 57 回関東整形災害外科学会 2017.3.17 

 

Super Path Live Surgery 

 松原正明 

 Super Path Users Seminar 2017.3.25 

 

ロコモ（ティブシンドローム）て何？ ロコモを知って、健康で快適な生活を 

 松原正明 

 大塚製薬社内研修会 2017.3.29 

 

【座長・司会】 

Session 1 Femoral Stem Selection 

松原正明 

Zimmer Biomet Hip Symposium 2016 2016.4.9 



教育研修講演 29 

松原正明 

第 89 回日本整形外科学会学術総会 2016.5.14 

 

抗菌コーティング技術(AG-PROTEX)の開発 

松原正明 

第 72 回東京股関節研究会 2016.5.20 

 

Session 6: Lunch and Seminar 

松原正明 

CAOS International 2016 2016.6.9 

 

ランチョンセミナー 股関節手術の合併症とリハビリテーション 

松原正明 

第 53 回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016.6.10 

 

Long Term Ceramic on Ceramic Implants Performance in THA  

松原正明 

第 73 回東京股関節研究会 2016.6.17 

 

Mainstay のコンセプト、初期臨床成績 

松原正明 

Mainstay テクニカルセミナー 2016.6.24 

 

第 2 回 NCS 東京講習会  総合司会 

松原正明 

第 2 回 NCS 東京講習会 2016.9.3 

 

パネルディスカッション 初回 THA のコツと落とし穴 

松原正明 

第 65 回東日本整形災害外科学会（パネルディスカッション） 2016.9.23 

 

ショートステムの適応と限界 

松原正明 

 第 74 回東京股関節研究会 2016.10.12 

 

ランチョンセミナー2 

 松原正明 



 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.4 

 

ランチョンセミナー15 

 松原正明 

 第 43 回日本股関節学会集会 2016.11.5 

 

THA：アプローチ 

 松原正明 

 第 44 回日本関節病学会 2016.11.11 

 

人工関節置換術におけるポリエチレン-最近の知見から- 

 松原正明 

 第 74 回東京股関節研究会 2016.11.18 

 

症例検討 

 松原正明 

 CORAIL ユーザーズミーティング 2016.12.10 

 

骨粗鬆症に対する治療法の選択 

 松原正明 

 第 72 回東京股関節研究会 2017.1.20 

 

ランチョンセミナー6 

 松原正明 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.24 

 

一般口演 10 THA バイオメカニクス 

 松原正明 

 第 47 回日本人工関節学会 2017.2.24 

 

講演「肩・膝関節傷害の診断と治療法-スポーツ選手から高齢者まで-」 

 奥田直樹 

 世田谷整形外科研修会 2017.3.1 

 

Hip&Knee1：CAS 技術の臨床活用を考える 

 松原正明 

 第 11 回日本 CAOS 研究会 2017.3.9 

 



Super Path Users Seminar 

 松原正明 

 Super Path Users Seminar 2017.3.25 

 

透析センター・腎臓内科 

【学会発表】 

敷地内禁煙活動への取り組み～TQM 活動を通じて～ 

佐々木 渉、小田桐光夫、中村理恵 他 

第 18 回日本医療マネジメント学会学術総会 2016.4.22 

 

インド共和国からの研修生受け入れによる医療スタッフの意識変化 

井上博満、佐々木 渉、中村理恵 他 

  第 18 回日本医療マネジメント学会学術総会 2016.4.23 

 

慢性維持透析（HD）患者におけるプロカルシトニン（PCT）と CRP 乖離症例の検討 

久保 峻、今村吉彦、常喜信彦 他 

  第 61 回日本透析医学会学術集会 2016.6.10 

 

透析看護師による人材育成を目的とした国際研修事業の成果 

中村理恵、嘉茂すみ代、今村吉彦 他 

  第 61 回日本透析医学会学術集会 2016.6.10 

     

医療技術等国際展開推進事業に参画した経験～インド共和国からの研修生を受け入れて～ 

  松村彩子、佐藤佑介、今村吉彦 他 

  第 61 回日本透析医学会学術集会 2016.6.10 

 

寝たきり患者の PD 導入を経験して 

佐藤明美、中村良一、今村吉彦 他 

  第 61 回日本透析医学会学術集会 2016.6.1１ 

     

当院における災害対策への取り組み 

  石原千代美、中村理恵、今村吉彦 他 

  第 61 回日本透析医学会学術集会 2016.6.12 

 

臨床工学技士（CE）による在宅訪問点検時に行う災害時指導 

佐々木 渉、真島友紀恵、今村吉彦 他 

  第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2016.9.24 

 



PD はなぜ増えた？～当院における PD 患者増加への歩み～ 

中村理恵、佐々木 渉、今村吉彦 他 

  第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2016.9.25 

     

多職種合同カンファレンスを開催して～共通認識をもって患者と向き合うために～ 

藤井沙織、中村理恵、今村吉彦 他 

  第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2016.9.25 

     

当院透析センターにおける災害対策の活動報告 

真島友紀恵、石原千代美、今村吉彦 他 

  第 18 回玉川・駒沢透析懇話会 2016.11.12 

 

少量ステロイドパルス療法にて改善を認めた ANCA 関連血管炎の 1 例 

  小倉百合絵、久保 峻、今村吉彦 他 

  第 630 回日本内科学会関東地方会 2017.2.11 

     

心疾患合併透析患者の透析中のリハビリテーション 

喜古 勇、今村吉彦、和田義明 他 

  第 7 回日本腎臓リハビリテーション学会 ジョイントシンポジウム 2  2017.2.18 

 

透析看護師による人材育成を目的とした国際研修事業の成果 

中村理恵、嘉茂すみ代、今村吉彦 他 

  第 3 回医学フォーラム 2017.2.18 

     

【講演会・シンポジウム】 

透析患者の骨粗鬆症に対するプラリア使用経験 

  今村吉彦 

  透析患者の骨合併症を考える会 In 世田谷 2016.6.23 

     

高尿酸血症を伴う CKD 対策-当院における包括的アプローチ- 

今村吉彦 

  城南痛風・高尿酸血症セミナー 2016.6.25 

 

慢性腎臓病（CKD）に対するチーム医療 

今村吉彦 

  第６回玉川地区医療連携フォーラム 2016.7.9 

 

糖尿病患者を透析患者にしない！～玉川病院での取り組み～ 



今村吉彦 

  糖尿病・心腎合併症研究会 in 玉川 東京 2016.11.29 

 

糖尿病合併 CKD のリスク管理 

今村吉彦 

  世田谷薬剤師会保険薬局部会 2 月（第 121 回）度勉強会 2017.2.20 

 

【座長・司会】 

CKD と心臓突然死 

  今村吉彦 

  高尿酸血症と心腎連関セミナー 2016.11.30 

 

総合診療科 

【学会発表】 

嚥下性失神患者の確定診断まで可能であった一例 

坂田隆夫、相川 丞、牧野健治 他 

第 13 回日本病院総合診療医学会学術総会 2016.9.16 

 

【講演会・シンポジウム】 

「熱中症にならないために」～熱中症で搬送される人をゼロに！！～ 

坂田隆夫 

第 8 回玉川病院市民公開講座 2016.7.6 

 

呼吸器内科 

【学会発表】 

抗 JO-1 抗体陽性・間質性肺炎・多発性肺炎を合併した肺癌の 1 例 

長 晃平、森田瑞生、福岡みずき 他 

第 10 回目黒世田谷オンコロジーカンファ 2016.9.21 

 

COPD 患者の 6 分間歩行試験（6MWT）における 3 軸加速度計による推定運動強度の測定の意義 

長 晃平 

第 53 回日本臨床生理学会総会 2016.10.28 

 

慢性高二酸化炭素血症を呈した 1 剖検例 

鈴木健一郎、福岡みずき、内藤雄介 他 

第 7 回城南気道疾患研究会 2016.11.18 

 

月経随伴性気胸およびその他の時期に発症する胸腔内子宮内膜症関連気胸の臨床的特徴 



福岡みずき、栗原正利 

第 1344 回千葉医学会例会/第 16 回呼吸器内科例会 2017.1.7 

 

抗 JO-1 抗体陽性の多発性筋炎に間質性肺炎と肺癌を合併した 1 例 

葉山奈美、内藤雄介、福岡みずき 他 

日本内科学会関東支部主催 第 630 回関東地方会 2017.2.11 

 

【講演会・シンポジウム】 

在宅に役立つ COPD の管理 

長 晃平 

平成 28 年度東京都教育ステーション事業 公開講座 2016.6.8 

 

COPD における身体活動性 

長 晃平 

COPD Clinical Conference 2016.7.21 

 

治療としてのウォーキング 

長 晃平 

ベネッセ地域医療セミナー 2016.12.17 

 

【座長・司会】 

総合司会 一般演題・特別講演 

長 晃平 

第 7 回城南気道疾患研究会 2016.11.18 

 

特別講演「喘息・咳喘息における ICS/LABA の役割」 

長 晃平 

呼吸器カンファレンス in 世田谷 2016.11.25 

 

呼吸器 1 

長 晃平 

日本内科学会関東支部主催 第 630 回関東地方会 2017.2.11 

 

循環器内科 

経皮的心房中隔欠損症閉鎖術が両心機能に与える影響 

牧野健治、鈴木真事 他 

日本心エコー図学会第 27 回学術集会 2016.4.22 

 



大動脈弁二尖弁にパラシュート僧房弁を合併した一例 

牧野健治、鈴木真事、橋本 剛 他 

日本超音波医学会第 89 回学術集会 2016.5.29 

 

A case of mitral isthmus depended macro-reentrant atrial tachycardia with very slow conduction. 

  浅見雅子 他 

第 63 回日本不整脈心電学会学術大会 2016.7.17 

 

嚥下性失神患者の確定診断まで可能であった一例 

坂田隆夫、相川 丞、牧野健治 他 

第 13 回日本病院総合診療医学会学術総会 2016.9.16 

 

経皮的心房中隔欠損症閉鎖術が両心機能に与える影響 

牧野健治、鈴木真事 他 

第 64 回日本心臓病学会学術集会 2016.9.24 

 

An Autopsy Case of Prosthetic Ball Valve Endocarditis. 

 Masako Asami et al 

第 20 回日本心不全学会学術集会 2016.10.8 

 

S-ICD 挿入術中に認識できたセンシングフェイラーに関する症例報告 

浅見雅子 他 

第 9 回植込みデバイス関連冬季大会 2017.2.17 

 

急性肺塞栓症と奇異性脳塞栓症を同時発症した下大静脈フィルター留置患者の一例 

若林宗弘、牧野健治、浅見雅子 他 

第 20 回東京心臓病研究会 2017.3.4 

 

【講演会・シンポジウム】 

糖尿病患者における循環器合併症の管理について 

相川 丞 

第 8 回世田谷生活習慣病セミナー 2016.6.29 

 

糖尿病患者の循環器合併症の早期発見と管理のポイント 

相川 丞  

平成 28 年度東京都医師会糖尿病予防推進医講習会(アドバンス編) 2016.7.3 

 

「熱中症にならないために」～熱中症で搬送される人をゼロに！！～ 



坂田隆夫 

第 8 回玉川病院市民公開講座 2016.7.6 

 

減薬するために出来ること 

坂田隆夫 

玉川砧薬剤師会勉強会 2016.9.9 

 

超高齢化社会における循環器医の役割 

坂田隆夫 

玉川内科医会学術講演会 2016.9.26 

 

自律神経を整える“長生き呼吸” 

坂田隆夫 

ベネッセ地域医療セミナー 2016.11.12 

 

元気で長生きするための血圧管理 

相川 丞 

世田谷在宅医療研究会 2016.11.24 

 

動脈硬化と血管年齢ドック 

 相川 丞 

ベネッセ地域医療セミナー 2017.1.21 

 

不整脈と自律神経の関係から治療を考える 

 坂田隆夫 

第 7 回不整脈医の集い 2017.2.3 

 

超高齢化社会における循環器医の役割 

坂田隆夫 

高齢者抗凝固法のこれからを考える 2017.2.22 

 

自律神経を整える“長生き呼吸” 

坂田隆夫 

ベネッセ地域医療セミナー 2017.2.25 

  

【座長・司会】 

講演「禁煙と循環器疾患」 

相川 丞 



平成 28 年度生活習慣病講習会 2016.9.10 

 

6.糖尿病と禁煙について、7.糖尿病合併症とその対策、8.薬物療法（インスリン療法入門編を含む） 

相川 丞 

平成 28 年度東京都医師会糖尿病予防推進医講習会(基礎編) 2016.11.13 

 

一般演題 

牧野健治 

第 20 回東京心臓病研究会 2017.3.4 

 

消化器内科 

【学会発表】 

診断に苦慮した小腸 MALTOMA の一例 

福士剛蔵 他 

第 102 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 2016.6.12 

 

当院における腸重積症例の検討 

永嶋裕司  

第 71 回日本大腸肛門病学会学術集会 2016.11.18 

 

糖尿病内科 

【学会発表】 

初診半年後の再腹部エコーで膵癌を指摘した糖尿病患者の 1 例 

多田茉里栄、岩本正照 

第 54 回日本糖尿病学会関東甲信越地方会 2017.1.21 

 

【講演会・シンポジウム】 

SGLT2 阻害薬の「今まで」と「これから」 

岩本正照 

KOWA Web カンファレンス 2016.9.29 

 

【座長・司会】 

安心して SGLT2 阻害剤を使用する為に知っておくべき表と裏 

岩本正照 

New Era of Diabetic Medicine 2016.6.20 

 

様々な実臨床から学ぶ血糖改善の秘策 

岩本正照 



Glucose Navigation in Setagaya 2016.6.27 

 

経口糖尿病薬の体脂肪に及ぼす変化 

岩本正照 

Glucose Navigation in Setagaya 2016.11.9 

 

CGM データからみた糖尿病治療薬の選択を考える-DPP-4 阻害薬、SGLT2 阻害薬をいかに使いこなす

か？- 

岩本正照 

糖尿病・心腎合併症研究会 in 玉川 2016.11.29 

 

脳神経内科 

【学会発表】 

高次脳機能障害が主症状であった高齢発症てんかんの 1 例 

 丸岡浩之 

 世田谷認知症ネットワーク研究会 2016.4.13 

 

急性期の脳波検査で三相波を認めた、バラシクロビルによる薬剤性脳症の高齢女性例   

新井裕貴、丸岡浩之、久保寺隆行 他 

第 626 回日本内科学会関東地方会 2016.9.10 

 

奇異性脳塞栓症と急性肺血栓塞栓症を併発し、血栓溶解療法が奏効した 73 歳女性例   

丸岡浩之、久保寺隆行、和田義明 他 

第 220 回日本神経学会関東・甲信越地方会 2017.3.4 

 

消化器・一般外科 

【学会発表】 

鼠径部ヘルニア手術における合理性と安全性の追究―前方切開法から TAPP 法― 

川村 徹、中嶋 昭、野谷啓之 他 

第 116 回日本外科学会定期学術集会 2016.4.14 

 

胆嚢 IgG4 関連炎症性偽腫瘍の１切除例 

金本栄美、藤原直人、川村 徹 他 

第 841 回外科集談会 2016.6.11 

 

機能ネットワークに基づいた Stathmin1 と Survivin 発現による予後予測診断 

大石陽子、黒田 一、浅野大輔 他 

第 24 回日本乳癌学会学術総会 2016.6.16 



Nuch 管水腫に対する手術症例 37 例の検討 

藤原直人、中嶋 昭、川村 徹 他 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11.24 

 

術前診断が可能で腹腔鏡下に修復した鼠径ヘルニア偽還納の一例 

茂原富美、中嶋 昭、川村 徹 他 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11.24 

 

若年成人鼠径ヘルニアに対する内鼠径輪縫縮術の合理性 

川村 徹、中嶋 昭、野谷啓之 他 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11.26 

 

IgG4 関連胆嚢偽腫瘍の 1 切除例 

金本栄美、藤原直人、川村 徹 他 

第 25 回御茶の水消化器セミナー 2017.2.25 

 

【講演会・シンポジウム】 

「おっぱいの病気について知ろう！」～授乳期の悩み～乳がんまで～ 

大石陽子 

玉川病院第 11 回市民公開講座 2016.10.12 

 

【座長・司会】 

PD11 鼠径ヘルニアはどう手術するべきか？－小児から成人まで年齢からみた至適術式－ 

中嶋 昭 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11. 26 

 

RS28 鼠径ヘルニア 1 

川村 徹 

第 78 回日本臨床外科学会総会 2016.11. 26 

 

脳神経外科 

【学会発表】 

特発性正常圧水頭症とレビー型認知症の合併例 

御任明利 

日本脳神経学会第 75 回学術総会 2016.10.1 

 

特発性正常圧水頭症における DESH の客観的画像評価としての VSRAD の有用性 

御任明利 



第 18 回正常水頭症学会 2017.2.4 

 

【講演会・シンポジウム】 

特発性正常圧水頭症 Treatable dementia 

御任明利 

  第６回玉川地区医療連携フォーラム 2016.7.9 

 

治る認知症がある－ご存じですか？特発性正常圧水頭症 

御任明利 

玉川病院第 9 回市民公開講座 2016.8.13 

 

治る認知症－特発性水頭症について 

御任明利 

ベネッセ地域医療セミナー 2016.9.10 

 

眼科 

【講演会・シンポジウム】 

生活習慣と目の病気 

二神 創 

玉川病院市民公開講座 2017.1.26 

 

皮膚科 

【学会発表】 

糖尿病に合併したバザン硬結性紅斑の一例 

 赤芝知己、根岸亜津佐、岩渕千雅子 他 

 第 867 回日本皮膚科学会東京地方会(合同臨床地方会)  2016.7.9 

 

リンパ脈管筋腫症様の胸部 CT 画像を呈した高齢者 BHD 症候群の一例 

  西野宏一、岩渕千雅子、関本康人  他 

 第 20 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会  2016.9.9 

 

フェノトリン外用が奏功した乳児疥癬の一例 

   赤芝知己、岩渕千雅子、清水文子 

   第 871 回日本皮膚科学会東京地方会  2017.1.21 

 

【講演会・シンポジウム】 

“顔のしみのいろいろ”ありますか？赤いしみ 茶色のしみ 黒いしみ 

   岩渕千雅子 

  玉川病院第 5 回市民公開講座  2016.4.20 

 



皮膚免疫学,光線療法 

岩渕千雅子 

東邦大学医療センター大森病院皮膚科学講座「新入局員クルズス」 2016.4.27 

 

皮膚結核 バザン硬結性紅斑を中心に 

赤芝知己 

玉川 Joint Meeting 2016.9.12 

 

疥癬の治療と診断 

岩渕千雅子 

感染対策地域連携カンファレンス 2017.2.8 

 

泌尿器科 

【学会発表】 

当院における光選択的前立腺蒸散術（PVP）の治療成績 

田中将樹、小林 剛、五十嵐一真 

第 621 回日本泌尿器科学会東京地方会 2016.6.25 

 

看護部 

【学会発表】 

職場パフォーマンスを向上させるための対策を考察する 

 嘉茂すみ代 

第 18 回日本医療マネジメント学会学術総会 2016.4.22 

 

透析室における看護師・臨床工学技士が協働することで期待できる効果 

中村理恵 

第 18 回日本医療マネジメント学会学術集会 2016.4.23 

 

透析看護師による人材育成を目的とした国際研修事業の成果 

中村理恵、嘉茂すみ代、藤井沙織 他 

 第 61 回日本透析医学会学術集会・総会 2016.6.10 

 

当院における災害対策への取り組み 

石原千代美、中村理恵、藤井沙織 他 

 第 61 回日本透析医学会学術集会・総会 2016.6.12 

 

当院におけるストーマ増設患者へのセルフケアの実際と今後の課題 

 木幡典子 



第 47 回日本看護学会 急性期看護 2016.7.15 

 

PD はなぜ増えた？～当院における PD 患者増加への歩み～ 

中村理恵 

第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2016.9.24 

 

多職種合同カンファレンスを開催して～共通認識をもって患者と向き合うために～ 

藤井沙織 

第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2016.9.25 

 

地域包括ケア病棟における高齢者の自宅退院への取り組み 

 藤原美佐江 

 第 47 回日本看護学会-看護管理-学術集会 2016.9.27 

 

他職種協働による夜勤業務がストレスチェックの結果に及ぼす影響 

～看護と介護の協働と集団分析から見る組織つくり～ 

高橋由美子 

第 47 回日本看護学会-看護管理-学術集会 2016.9.28 

 

パンフレット使用による効果的な術前オリエンテーションの検討 

 秋庭良子、田嶋乙絵、新居久子 他 

第 43 回日本股関節学会学術集会 2016.11.4 

 

術後合併症が出現したストーマ増設患者への指導方法の考察 

張替裕子 

第 39 回神奈川県ストーマ研究会 2016.12.3 

 

退院直後にストーマトラブルが発生した患者の看護を振り返って 

埜々下智紗 

第 39 回神奈川県ストーマ研究会 2016.12.3 

 

【講演会・シンポジウム】 

外国人看護師受け入れ医療機関による連絡会議 

 嘉茂すみ代、武井英美 

 国際看護師育成会 2016.6.7 

 

診断された時からの緩和ケア～病と向き合う患者・家族をチームで支えます～ 

 中西君代 



 ベネッセ地域医療セミナー 2016.7.30 

 

グリーフケア 誰にでも訪れる死 その深い悲しみにどう向き合うか 

櫻井朋子 

ベネッセ地域医療セミナー 2016.7.30 

 

日本看護協会「夜勤・交代制勤務ガイドライン」を夜勤負担軽減に活かすには 

 嘉茂すみ代 

 日本看護管理学会学術集会インフォメーション・エクスチェンジ 2016.8.20 

 

あーそうだったのか！！床ずれと排泄の話 

木幡典子 

ベネッセ地域医療セミナー 2016.8.27 

 

世田谷地区における在宅医療に関する知識向上 

 森 深幸 

 世田谷在宅医療研究会 2016.9.27 

 

病院ダッシュボード看護必要度看護必要度 ユーザー会 

高橋由美子 

（株）グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン 2016.10.27 

 

慢性疾患の患者理解とアプローチ 

 中村 理恵 

 テルモ腎不全看護セミナー 2016.11.12 

  

夜勤負担を軽減する勤務体制実現のための工夫（インタビュー） 

嘉茂すみ代 

日本看護協会出版会 2016.11.14 

 

施設と病院の顔の見える連携について ～これからの地域連携への一歩～ 

武本千恵美、森 深幸 

ベネッセスタイルケア・玉川病院合同勉強会 2016.12.7 

 

退院支援の現状から、高齢化社会に向けた当院の課題 

森 深幸 

平成28年度看護業務委員会集談会 2017.2.10 

 



新人看護師にもとめるもの 

 嘉茂すみ代 

 世田谷区医師会立看護高等専修学校 2017.2.25 

 

薬剤科 

【学会発表】 

当院における外来化学療法室での薬剤師常駐業務の取り組み 

 高瀬槙子、小倉敬史、松本雄介 他 

 日本臨床腫瘍薬学会 2017 2017.3.21 

 

【講演会】 

医薬品安全使用マニュアル－改訂と内容― 

 川崎智子 

2016 年度医薬品安全マニュアル―改訂とその内容― 2016.4.1 

 

中小病院におけるがん治療に関わる薬剤師の役割 

 小倉敬史 

 中小病院実務研究会 2016.7.2  

   

がんにおける疼痛の評価方法と薬剤について 

 高瀬槙子 

 緩和ケア勉強会 2016.9.27 

 

放射線科 

【学会発表】 

MRI 室における医療安全対策の検討 

小林 悟、吉澤孝之  

第 66 回日本病院学会 2016.6.24 

 

リハビリテーション科 

【学会発表】 

誤嚥性肺炎患者に対する嚥下障害アセスメント（MASA）の有用性に関する研究 

ST 堀田清夏 

第 22 回摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 2016.9.23 

 

当院地域包括ケア病棟における転倒危険因子の分析と対策 ～生活マネジメントの視点から～ 

PT 林 淑恵 

リハビリテーション・ケア合同大会茨城 2016 2016.10.27 



回復期リハビリテーション病棟における栄養アセスメントの一考察 

ST 中島明子 

リハビリテーション・ケア合同大会茨城 2016 2016.10.28 

 

人工股関節全置換術後患者の術後股関節外転筋力回復過程に影響する因子の抽出 

PT 永松香穂 

第 43 回日本股関節学会学術集会 2016.11.4 

 

自己効力感や疼痛の破局的思考が THA 術後の早期歩行自立に及ぼす影響 

PT 佃 岳 

第 43 回日本股関節学会学術集会 2016.11.4 

 

HONDA 製歩行アシストが大腿骨頚部骨折後に人工骨頭置換術を施行した患者へ及ぼす影響～歩行スピ

ードに着目して～ 

PT 横尾健人 

第 5 回東京都理学療法士協会 区西南部ブロック学術集会 2016.11.20 

 

回復期リハビリテーション病棟における目標設定・治療計画に着目したチェックリスト作成の試み 

PT 廣瀬幸子 

第 29 回回復期リハビリテーション病棟協会研究大会 in 広島 2017.2.10 

 

熊本地震の被災地支援を経験して ～J-RAT に帯同して～ 

OT 門脇 優 

日産厚生会第３回医学フォーラム 2017.2.18                

 

【講演会・シンポジウム】 

診療報酬改定について 

PT 千葉哲也 

世田谷理学療法士協会 2016.5.6 

 

診療報酬改定について 

PT 千葉哲也 

目黒理学療法士協会  2016.5.23 

 

重症者の対応 

PT 千葉哲也 

川崎呼吸ケア・リハ研究会 2016.6.25 

 



在宅での呼吸リハ 

PT 千葉哲也 

日本訪問リハ研究会 スキルアップセミナー 2016.7.3 

 

在宅での呼吸リハ   

PT 千葉哲也 

東京都看護協会  2016.7.7 

 

呼吸リハ、最近の知見 

PT 千葉哲也 

西多摩支援センター 2016.9.9 

 

在宅での呼吸リハ 

PT 千葉哲也 

日本訪問リハ研究会 スキルアップセミナー  2016.10.2 

 

在宅での呼吸リハ 

PT 千葉哲也 

世田谷区社会福祉事業団  2016.10.21 

 

臨床実習に向けて(一般病院） 

PT 千葉哲也 

東京衛生学園  2016.12.7 

 

心疾患合併透析患者の透析中のリハビリテーション 

PT 喜古 勇 

第 7 回腎臓リハビリテーション学術集会 2017.2.18  

 

熊本地震の被災地支援を経験して ～J-RAT に帯同して～ 

OT 門脇 優 

第 4 回災害リハビリテーション啓発研修会  2017.2.24 

 

呼吸リハビリテーション 

PT 千葉哲也 

新宿区理学療法士協会  2017.3.2  

 

【講演会】 

リハビリテーション隣接領域（作業療法について） 



OT 松本容子 

東都リハビリテーション学院  2016.12.13、12.20 

 

リハビリテーション隣接領域（コミュニケーション障害・摂食嚥下障害）  

ST 福井宏子 

東都リハビリテーション学院  2016.12.15 

 

【座長・司会】 

地域気包括ケアと EPDCA サイクル 

PT 千葉哲也 

第 5 回東京都理学療法士協会 区西南部ブロック学術集会 2016.11.2 

 

ALS について 

PT 千葉哲也 

川崎呼吸ケア・リハ研究会  2016.11.19 

 

臨床工学科 

【学会発表】 

敷地内禁煙活動への取り組み～TQM 活動を通じて～ 

佐々木 渉、小田桐光夫、中村理恵 他 

第 18 回日本医療マネジメント学会学術総会 2016.4.22 

 

インド共和国からの研修生受け入れによる医療スタッフの意識変化 

井上博満、佐々木渉、中村理恵 他 

第 18 回日本医療マネジメント学会学術総会 2016.4.23 

 

透析室における看護師・臨床工学技士が協働することで期待できる効果 

中村理恵、嘉茂すみ代、井上博満 他 

第 18 回日本医療マネジメント学会学術総会 2016.4.23 

 

インド共和国への透析技術提供を目指した取り組みの経験 

佐藤佑介、松村彩子、井上博満 他 

第 26 回日本臨床工学会 2016.5.14 

 

当院透析センターのアクションカードを導入した災害訓練について 

真島友紀恵、相良 文、井上博満 他 

第 26 回日本臨床工学会 2016.5.14 

 



はじめてでも安全・安心な人工呼吸療法（ワークショップ） 

井上博満 

第 26 回日本臨床工学会 2016.5.15 

 

医療技術等国際展開推進事業の参画した経験～インド共和国からの研修生を受け入れて～ 

松村彩子、井上博満、今村吉彦 他 

第 61 回日本透析医学会学術集会・総会 2016.6.10 

 

透析看護師による人材育成を目的とした国際研修事業の成果 

中村理恵、井上博満、今村吉彦 他 

第 61 回日本透析医学会学術集会・総会 2016.6.10 

 

当院における災害対策への取り組み 

石原千代美、真島友紀恵、今村吉彦 他 

第 61 回日本透析医学会学術集会・総会 2016.6.12 

 

酸素流量計に対するインシデントの対策 第二報 

下迫未奈、相良 文、井上博満 他 

第 24 回東京都臨床工学会 2016.6.19 

 

当院透析センターにおける災害対策への取り組み 

渡部拓也、真島友紀恵、井上博満 他 

第 24 回東京都臨床工学会 2016.6.19 

 

臨床工学技士（CE）による在宅訪問点検時に行う災害時指導 

佐々木渉、井上博満、今村吉彦 他 

第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2016.9.24 

 

多職種合同カンファレンスを開催して ～共通認識をもって患者と向き合うために～ 

藤井沙織、佐々木渉、今村吉彦 他 

第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2016.9.25 

 

PD はなぜ増えた？ ～当院における PD 患者増加への歩み～ 

中村理恵、佐々木渉、今村吉彦 他 

第 22 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2016.9.25 

 

国際展開推進事業に参画して 

井上博満、佐藤佑介、松村彩子 他 



第 7 回関東臨床工学会 2016.11.6 

 

透析看護師のよる人材育成を目的とした国際研修事業の成果 

中村理恵、井上博満、今村吉彦 他 

公益財団法人日産厚生会 第 3 回医学フォーラム 2017.2.18 

 

【講演会・シンポジウム】 

ステディーエアの使用経験 

相良 文 

第 1 回成人領域における HFNC セミナーｉｎ東京 2016.6.12 

 

よくわかるシリーズ呼吸 やさしく理解できる換気モード 

相良 文 

第 24 回東京都臨床工学会 2016.6.19 

 

人工呼吸器および呼吸モニタのトラブル事例と対策 

井上博満 

平成 28 年度医療機器安全基礎講習会 2016.7.9、7.30 

 

ハンズオンセミナー ～NPPV～ 

井上博満 

第 1 回呼吸治療研修会 2016.11.5 

 

ハンズオンセミナー ～フィジカルアセスメント～ 

相良 文、真島友紀恵 

第 1 回呼吸治療研修会 2016.11.5 

 

呼吸生理の基礎 

井上博満 

フクダ電子社内勉強会 2016.12.21 

 

医療者側から見た人工呼吸器と仲良くするポイント 

相良 文 

苦手意識を少しでもなくしたい方のための人工呼吸器セミナー 2017.2.4 

 

人工呼吸器販売員に求めること 

井上博満 

フクダ電子社内勉強会 2017.3.8 



これを知れば AED は怖くない ～目の前の命を救えるのは皆さんです～ 

井上博満 

玉川病院第 16 回市民公開講座 2017.3.18 

 

【座長・司会】 

教育講演 日本の透析医療の変貌～これからのＣＥに求めること～ 

井上博満 

第 24 回東京都臨床工学会 2016.6.19 

 

一般演題 ポスター 

松村彩子 

公益財団法人日産厚生会 第 3 回医学フォーラム 2017.2.18 

 

玉川クリニック 

【学会発表】 

孤立結節影（腫瘤影）をきたす疾患 

小澤志朗 

玉川医師会胸部 X－P 読影会 2016.5.20 

 

びまん性間質性肺炎＝過敏性肺臓炎様の経過で発症した大腸がんによる癌性リンパ管炎＝ 

小澤志朗 

玉川医師会胸部 X－P 読影会 2016.7.15 

 

ストレスと自律神経 

小澤志朗 

第 41 回玉川高島屋健康セミナー 2016.10.21 

 

玉川医師会員における受動喫煙意識調査について 

池上晴彦、高橋由光、高見和孝、小澤志朗、斎藤康洋、幡野浩一、伊井和成、小島 薫、吉本一哉 

第 10 回日本禁煙学会総会 2016.10.29 

 

肺非結核性抗酸菌症（ＮＴＭ）＝MAC 症の治療指針（2012）＝  

小澤志朗 

玉川医師会胸部 X－P 読影会 2016.11.18 

 

幼少時より気道感染を反復する先天性疾患＝①原発性線毛不全症②嚢胞性線維症＝  

小澤志朗 

玉川医師会胸部 X－Ｐ読影会 2017.1.20 



当クリニックにおける婦人科健診（乳がん、子宮がん）への取り組み 

 今中智湖、佐々木優子、吉井百合、瀧澤典子、鍵小野 宏、小澤志朗 

日産厚生会第 3 回医学フォーラム、2017.2.18 

 

公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院 

診療部 

【学会発表】 

膵摘出後の血糖管理について 

佐々木憲裕  

第 59 回日本糖尿病学会年次学術集会 2016.5.20 

 

甲状腺痛と強い炎症所見を示した慢性甲状腺炎の 1 例 

佐々木憲裕 

第 60 回日本甲状腺学会学術集会 2016.11.4 

 

【講演会・シンポジウム】 

禁煙について 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2016.5.18 

 

食中毒について 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2016.6.8 

 

家族性高コレステロール血症における冠動脈硬化症 

佐々木憲裕 

アステラス製薬 2016.7.1 

 

暑さ・冷え対策～熱中症～ 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2016.7.13 

 

睡眠・ＶＤＴ作業による疾病について 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2016.8.10 

 

症状判別概論 2016 



佐々木憲裕 

イオン・ハピコム人材総合研修機構 2016.9.4、9.10、9.25 

 

過重労働・長時間労働について 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2016.9.14 

 

メンタルヘルス～異動後の心の健康について 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2016.10.12 

 

Glucose Transporter について 

佐々木憲裕 

田辺三菱株製薬株式会社 2016.10.25 

 

感染症対策～風邪・インフルエンザ～ 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2016.11.16 

 

糖代謝における腎の役割－Glucose Transporter の意義－ 

佐々木 憲裕 

大正富山医薬品株式会社 2016.12.12 

 

アルコール～健全な飲酒～ 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2016.12.14 

 

生活習慣病について 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2017.1.11 

 

病理と予防～シニア世代のかかりやすい病気～ 

遠山正博 

平成 28 年度佐倉市民カレッジ 2017.2.8 

 

花粉症について 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2017.2.8 



家族性高コレステロールの冠動脈硬化症予防 CARE? PROVE IT?  

佐々木 憲裕 

千葉大学第 2 内科例会 2017.2.11    

 

疥癬アウトブレイクの経験佐倉厚生園病院 2016 年 12 月 

中䑓 昭 

日産厚生会第 3 回医学フォーラム  2017.2.18  

 

メンタルヘルス～異動後の心の健康～ 

遠山正博 

佐倉警察署産業医衛生委員会 2017.3.8 

 

SGLT2 阻害剤（オープニング・リマークス） 

佐々木 憲裕 

糖尿病治療を考える会 2017.3.11 

 

【座長・司会】 

特別講演「化管手術による糖尿病治療の可能性」－メタボリック・サージェリーの効果と機序－ 

佐々木 憲裕 

第 56 回千葉県動脈硬化セミナー 2016.7.25 

 

「リハビリテーションと摂食嚥下」他 

遠山正博 

第２回診療報酬制度と在宅復帰に向けての栄養管理を考える！ 2016.10.29 

 

特別講演「糖尿病を促進する抗酸化蛋白 Selenoprotein P と動脈硬化」 

佐々木憲裕 

第 54 回千葉県動脈硬化セミナー 2017.2.18 

                                                                  

総合司会 

佐々木憲裕 

第 5 回ユーカリに集う病病連携の会 2016.7.26 

 

薬剤科 

【学会発表】 

退院時共同指導料の算定への取り組み 

渡邉典子 

日産厚生会第 3 回医学フォーラム 2017.2.18 



【講演会・シンポジウム】 

無菌操作を行うにあたっての注意事項～手洗い、マスク、帽子、ガウン、手袋の説明と実技～ 

本澤葉留美 

千葉県病院薬剤師会中小病院委員会「魅力セミナー」  2016.8.20 

 

NST を薬剤師自ら立ち上げた経緯 

永井麻紀 

千葉県病院薬剤師会中小病院委員会「魅力セミナー」  2016.8.20 

 

回復期への介入の必要性～回復期リハビリテーション病棟で求められる薬剤師～ 

本澤葉留美 

千葉県病院薬剤師会「日本病院薬剤師会関東ブロック第 46 回学術大会  2016.8.28 

 

専門性を高めたアプローチを目指す。専門性を高めた力の終結（シンポジスト） 

本澤葉留美 

第 6 回千葉県回復期リハビリテーション連携の会全県大会薬剤師部会  2016.10.1 

 

回復期リハビリテーションでの薬剤師の関わり～入院時から退院後の社会復帰を目指して～（シンポジ

スト） 

 本澤葉留美 

第 2 回宮城県病院薬剤師会中小病院委員会研修会  2017.1.28 

 

医療から介護への連携での課題～訪問リハビリの立場から～（シンポジスト） 

本澤葉留美 

第 8 回千葉県脳卒中連携の会薬剤師部会 2017.2.5 

 

【座長・司会】 

特別講演「地域医療における感染対策」 

本澤葉留美 

千葉県女性薬剤師会「総会及び講演会」 2016.5.22 

 

基調講演「在宅医療とクスリ」 

特別講演「うつ病の診断と治療」 

本澤葉留美 

佐倉地区地域医療連携の会「在宅医療とクスリ」「うつ病の診断と治療」2016.7.25 

 

司会 

本澤葉留美 



千葉県病院薬剤師会中小病院委員会「魅力セミナー」 2016.8.20 

 

シンポジウム 12 回復期リハビリテーション病棟での薬剤師の関わり 

本澤葉留美 

日本病院薬剤師会関東ブロック第 46 回学術大会 2016.8.28 

 

特別講演「患者として求めるかかりつけ薬剤師とは」 

本澤葉留美 

千葉県女性薬剤師会「第 44 回関東ブロック研修会 in 千葉」 2016.9.11 

 

１．炎症性腸疾患の治療 

２．CKD と透析導入～透析導入減少に向けた対策～ 

３．高年齢糖尿病の特徴と適切な血糖管理 

本澤葉留美 

千葉県女性薬剤師会「スクーリング講座 in 千葉」 2016.10.30 

 

「てんかん薬物療法について」 

本澤葉留美 

回復期リハビリテーション連携の会薬剤師部会、研修会  2017.3.13 

 

リハビリテーション室 

【学会発表】 

脳卒中連携における問題点（パネリスト） 

菅原直彦 

第 7 回千葉北脳卒中地域連携パス研究会  2016.7.14 

 

糖尿病高齢化に伴う認知・フレイル・運動・社会資源等への影響（パネリスト） 

清水敬之 

第 3 回東葛北部糖尿病トータルケアを考える会  2016.7.27 

 

医療から介護への連携での課題～訪問リハビリの立場から～ 

菅原直彦 

第 8 回千葉脳卒中連携の会  2017.2.5 

 

病院から在宅へ～リハビリ連携強化を目指して～ 

松村崇史 

日産厚生会第 3 回医学フォーラム  2017.2.18 

 



【その他】 

神経難病外来～リハビリテーションについて～ 

菅原直彦 

みつば脳神経クリニック 神経難病外来   2016.10.7 

 

「佐倉わくわく体操」 

菅原直彦・髙橋健次・稲葉勝之 

佐倉市役所高齢者福祉課  2016.12.7・2016.12.21・2017.1.25・2017.2.1 

 

看護部 

【学会発表】 

白ごま油を使用した口腔ケア～乾燥・口臭軽減を目指して～ 

宮本貴枝、大森晴美 

第 24 回日本慢性期医療学会ｉｎ金沢  2016.10.27～28 

 

入院時低栄養患者への早期栄養介入効果 

加藤眞理子 

日産厚生会第 3 回医学フォーラム  2017.2.18 

 

お茶の葉を使用した除菌・消臭作用の効果について 

縣 正興 

日産厚生会第 3 回医学フォーラム  2017.2.18 

 

【講演会・シンポジウム】 

組織における役割①心構えの理解と適切な行動②生き生きと自信と誇りを持って看護するために 

印南里子 

千葉県看護協会新人看護職研修 2016.4.28 

 

患者の生活介護・口腔ケア 

伊藤恵美 

千葉県民間病院協会第 46 回看護補助者研修会  2016.7.6 

 

高齢者の理解 

伊藤恵美 

千葉県看護協会認知症看護初心者研修会  2016.8.3、2016.11.21 

 

日常の健康管理 

伊藤恵美 



千葉県健康福祉部高齢者福祉課認知症コーディネーター養成研修  2016.9.21 

 

医療・看護用語と用具 

伊藤恵美 

千葉県民間病院協会第 47 回看護補助者研修会  2016.10.26 

 

診療報酬と看護～物品管理と経済効果～新人の私たちにもできる経営参画 

青木富士子 

千葉県看護協会新人看護職員研修  2016.11.4 

 

看護人事・労務管理 

伊藤恵美 

千葉県看護協会第 16 回認定看護管理者セカンドレベル教育課程講習会  2016.11.11 

 

取組み 2 年目施設の進捗状況について 

菊池美奈子 

千葉県看護協会看護職のワーク・ライフ・バランス推進フォローアップワークショップ 2017.1.27 

 

【その他】 

「患者様の満足は私たちの満足」（グループワーク助言者） 

伊藤恵美 

千葉県民間病院協会第 48 回看護補助者研修会 2016.11.30 

 

医療から介護への連携での課題～訪問リハビリの立場から～（模擬カンファレンス役） 

圓城寺美佳、髙橋健次 

第 8 回千葉脳卒中連携の会 2017.2.5 

 

医療連携課 

【学会発表】 

CAMP-S（千葉県共用脳卒中連携パス）を用いた地域生活期への情報提供の現状 

～千葉県回復期リハビリテーション連携の会からの報告～ 

成田 薫 

第 18 回日本医療マネジメント学会学術総会 2016.4.22～23 

 

厚生園ケアマネジメントセンター 

【学会発表】 

地域包括ケアシステムにおける在宅復帰への取り組み 

安本佳香 



日産厚生会第 3 回医学フォーラム  2017.2.18 

 

公益財団法人日産厚生会 佐倉ホワイエ 

【学会発表】 

こころが動けばからだも動く！～デイケアセンターでの取り組み～ 

佐田龍吾 

第 27 回全国老人保健施設大会 in 大阪  2016.9.16 

 

こころが動けばからだも動く！～デイケアセンターでの取り組み～ 

佐田龍吾 

日産厚生会第 3 回医学フォーラム  2017.2.18 

 

【講演会】 

医療・治未病気・健康寿命～健康長寿を目指して～ 

丸山孝士 

平成 28 年度佐倉市立中央公民館公開講座  2016.8.10 

 

公益財団法人日産厚生会 診療所 

【講演会・シンポジウム】 

健康管理について 

松本古奈木 

日油川崎事業所 健康講演会 2016.4.7 

 

ストレスチェック制度について 

青山 弘 

テプコカスタマーサービス 健康セミナー 2016.4.21 

 

職場における健康管理 

青山 弘 

中央コンピューター 健康セミナー 2016.4.26 

 

職場における受動喫煙防止対策 

青山 弘 

テプコカスタマーサービス 健康セミナー 2016.5.27 

 

長時間労働による健康障害 



青山 弘 

東邦物産 健康セミナー 2016.6.22 

 

職場における熱中症対策 

青山 弘 

川崎近海汽船 健康セミナー 2016.7.7 

 

健診結果の活用方法 

青山 弘 

共栄火災 健康セミナー 2016.7.7 

 

職場における健康管理 

青山 弘 

イイノビルテック 健康講演会 2016.7.26 

 

健診データの読み方 

青山 弘 

東洋製罐グループホールディングス 健康セミナー 2016.8.17 

 

過重労働による健康障害 

青山 弘 

ＤＴＳ 健康セミナー 2016.9.26 

 

職場のメンタルヘルス 

松本古奈木 

昭和電工ガスプロダクツ 健康講演会 2016.9.29 

 

生活習慣病の予防と対策 

青山 弘 

東電タウンプランニング 健康セミナー 2016.10.5 

 

睡眠と健康 

松本古奈木 

昭和電工ガスプロダクツ 健康講演会 2016.10.13 

 

睡眠と健康 

松本古奈木 

ＮＯＦメタルコーティングス 健康講演会 2016.10.20 



職場における管理職のためのメンタルヘルス研修 

青山 弘 

イイノビルテック 健康講演会 2016.11.22 

 

メタボリックシンドロームの予防と対策 

青山 弘 

メフォス 健康セミナー 2017.1.23 

 

職場における健康管理 

青山 弘 

日本不動産研究所 健康セミナー 2017.2.9 

 

Ｃ型慢性ウィルス性肝炎の数理モデル 

横山 聡 

日産厚生会医学フォーラム 2017.2.18 

 

職場における管理職のためのメンタルヘルス研修 

青山 弘 

中国塗料 健康講演会 2017.2.28 

 

職場におけるメンタルヘルス対策 

青山 弘 

中央コンピューター 健康セミナー 2017.3.30 


