
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】 

鼠径部子宮内膜症と overlap する Nuck 管水腫の臨床病理学的特徴と治療戦略      

川村 徹、中嶋 昭 他 

 第 16 回日本ヘルニア学会学術集会  2018.6.29 

 

TAPP における Denovo 型鼠径ヘルニアの治療戦略  

野谷啓之、中嶋 昭 

 第 16 回日本ヘルニア学会学術集会  2018.6.29 

 

TAPP50 例の進展 外科専攻医 1 年目の腹腔鏡下ヘルニア根治術の過程 

篠原 元、川村 徹、中嶋 昭 他 

第 16 回日本ヘルニア学会学術集会  2018.6.29 

 

Nuck 管水腫の鼠径部子宮内膜症との関連からみた治療戦略－Nuck 管水腫は病理組織学的に高率に子宮

内膜症を認める 

川村 徹、中嶋 昭 他 

第 80 回日本臨床外科学会総会 2018.11.23 

 

前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに対する TAPP 法の検討 

野谷啓之、中嶋 昭 他 

 第 80 回日本臨床外科学会総会 2018.11.23 

 

当院における sacless hernia 症例 

伊藤その、中嶋 昭 他 

 第 80 回日本臨床外科学会総会 2018.11.23 

 

前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに対する TAPP 法の検討 

 野谷啓之、中嶋 昭 他 

 第 7 回お茶の水ヘルニア研究会 2019.3.2 

 

ヌック管嚢腫と子宮内膜症 

川村 徹、中嶋 昭 他 

 第 7 回お茶の水ヘルニア研究会 2019.3.2 

 

 



【座長・司会】 

エキスパートから学ぶ鼠径ヘルニアセミナー1 

中嶋 昭 

 エキスパートから学ぶ鼠径ヘルニアセミナー 2018.6.2 

 

シンポジウム 2 前立腺全摘術と鼠径ヘルニア 

中嶋 昭 

第 16 回日本ヘルニア学会学術集会 2018.6.29 

  

教育講演 11 「Paradigm Shift Regarding the Transversalis Fascia, Preperitoneal Space, and 

Retzius' Space」 

中嶋 昭 

第 16 回日本ヘルニア学会学術集会 2018.6.29 

 

ポスター11「TAPP３」 

 川村 徹 

第 16 回日本ヘルニア学会学術集会  2018.6.29 

 

セッション 1 

 川村 徹 

 第 7 回お茶の水ヘルニア研究会 2019.3.2 

 

セッション 2 

野谷啓之 

 第 7 回お茶の水ヘルニア研究会 2019.3.2 

 

気胸研究センター 

【学会発表】 

胸腔内子宮内膜症・関連気胸：”月経随伴性気胸”に対する胸水還流経路を考慮した手術 

 溝渕輝明、栗原正明 

第 118 回日本外科学会定期学術集会 2018.4.7 

 

小児自然気胸における治療成績の検討 

山中澄隆、栗原正明、溝渕輝明 

第 118 回日本外科学会定期学術集会 2018.4.7 

 

再発性難治性気胸に対する胸腔鏡下全胸膜 COVERING 術（胸膜癒着療法に代わる難治性気胸の治療法） 

栗原正利 



第 35 回日本呼吸器外科学会総会 2018.5.17 

 

すりガラス成分優位の原発性肺腺癌に対する炭素線治療成績と呼吸機能変化 

溝渕輝明 

第 35 回日本呼吸器外科学会総会 2018.5.17 

 

Preventable Effect of Pneumothorax Recurrence by Total Pleural Covering with Absorbable Cellulose 

Mesh in patients with Birt-Hogg-Dube syndrome 

Teruaki Mizobuchi, Masatoshi Kurihara ,Kuniaki Seyama et al.  

The 26th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS  

2018 MOSCOW) 2018.5.25 

 

BHD 症候群における腎嚢胞の臨床的検討 

栗原正利 

第 4 回気胸嚢胞性肺疾患フォーラム 2018.8.4 

 

BHD 症候群における腎嚢胞の臨床的検討 

栗原正利、渡邉健一、山中澄隆 他 

第 22 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2018.8.31 

 

月経随伴性気胸における術前 MRI 診断の有用性 

渡邉健一、栗原正利、山中澄隆 他 

第 22 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2018.9.1 

 

FACS(fluorescence-activated cell softer)を用いた胸腔洗浄液からのヒト胸膜中皮細胞分離培養の試み 

江花弘基、岡本翔一、栗原正利 他 

第 22 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2018.9.1 

 

将来の肺移植を考慮した気胸を繰り返す LAM に対する Total Pleural Covering(TPC)術 

栗原正利、渡邉健一、山中澄隆 他 

第 3 回 LAM 研究会 2018.10.7 

 

気胸を繰り返す難治性気胸患者に対する全胸膜カバリング（TPC）術 

渡邉健一、栗原正利、山中澄隆 他 

第 80 回日本臨床外科学会総会 2018.11.23 

 

デジタル式持続吸引器 ATMOS C051 の臨床評価 

栗原正利、渡邉健一 他 



第 31 回日本内視鏡外科学会総会 2018.12.6 

 

胸部子宮内膜症ガイドラインの実際 

栗原正明、渡邉健一 

第 40 回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会 2019.1.20 

 

月経随伴性気胸における術前 MRI 診断の有用性 

渡邉健一、栗原正利、山中澄隆 他 

第 40 回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会 2019.1.20 

 

【講演会・シンポジウム】 

The evolutionary history of pneumothorax surgery and the invention of total pleural covering: 

promising results in LAM and BHD  

 Masatoshi Kurihara 

Pneumothorax and Cystic Lung Disease Symposium 2018（ソウル） 2018.4.21 

 

びまん性嚢胞性肺疾患の気胸に対する治療 

栗原正利 

第 5 回鹿児島呼吸器外科セミナー 2018.4.24 

 

当院における難治性続発性気胸の治療選択：Patient’s Status Based Medicine を目指して 

溝渕輝明 

第 35 回日本呼吸器外科学会総会 2018.5.18 

 

難治性気胸に対する気胸治療 

栗原正利 

第 13 回東北呼吸器外科手術手技研究会 2018.6.30 

 

気胸総論、月経随伴性気胸、Total pleural coveting 

栗原正利 

気胸を語る会(Ethicon Endo-Surgery  J&J) 2018.7.17 

 

若年者気胸における喫煙と CT 所見の特徴 

渡邉健一、栗原正利、山中澄隆 他 

第 22 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会（シンポジウム） 2018.8.31 

 

難治性気漏に対する胸腔鏡下 EWS 気漏閉鎖術 

栗原正利、渡邉健一、山中澄隆 他 



第 22 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会（シンポジウム） 2018.9.1 

 

Lecture: The Treatment for Pneumothorax in Future 

Masatoshi Kurihara 

Ethicon Head Quarter, J&J, Cincinnati, OH, USA 2018.9.7 

 

LAM の自然気胸、どう治療したらいい？ 

栗原正利 

第 5 回 LAM フォーラム（J-LAM 患者会） 2018.10.7 

 

総論と難治性気胸 

栗原正利 

第 2 回気胸を語る会 2018.10.26 

 

稀少部位子宮内膜症ガイドラインと月経随伴性気胸 

栗原正利 

第 6 回月経随伴性気胸患者会 2018.11.18 

 

月経随伴性気胸の MRI 診断 

渡邉健一 

第 6 回月経随伴性気胸患者会 2018.11.18 

 

稀少部位子宮内膜症のガイドラインを読み解く 

栗原正利 

第 5 回気胸・嚢胞性肺疾患フォーラム 2019.2.5 

 

【座長・司会】 

要望演題 再発気胸 

栗原正利 

第 35 回日本呼吸器外科学会総会 2018.5.17 

 

一般口演 28 気胸 2 

溝渕輝明 

第 35 回日本呼吸器外科学会総会 2018.5.18 

 

要望演題 BHD、LAM など 

栗原正利 

第 22 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2018.8.31 



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】 

皮質下の進行性石灰化を伴う脳硬膜動静脈瘻の 2 症例 

丸岡浩之、齋藤和幸、和田義明 他 

第 49 回日本神経学会学術大会 2018.5.23 

 

脳卒中患者に対する経頭蓋直流電気刺激が部分免荷トレッドミル歩行姿勢に与える効果 

万治淳史、網本 和、和田義明 他 

第 49 回日本神経学会学術大会 2018.5.23 

 

Very small dose of perempanel improved refractory cortivcal myoclonus 

大井和起、小林勝哉、和田義明 他 

第 49 回日本神経学会学術大会 2018.5.25 

 

脳卒中片麻痺患者に対する経頭蓋直流電気刺激の即時効果に関する運動学的検討 

稲葉 彰、万治淳史、和田義明 他 

第 49 回日本神経学会学術大会 2018.5.26 

 

硬膜動静脈瘻により、急激な認知機能障害とパーキンソニズムを呈した 67 歳男性の一例 

日熊麻耶、日野太郎、和田義明 他 

第 37 回日本認知症学会学術集会 2018.10.12 

 

硬膜動静脈瘻例に対するリハビリテーションの経験 

日野太郎、日熊麻耶、和田義明 他 

第 70 回日本リハビリテーション医学会関東地方会学術集会 2019.2.3 

 

【講演会・シンポジウム】 

高次脳機能障害の理解と支援 

和田義明 

用賀すこやかカフェ講演会 2018.7.9 

 

脳血管障がいによる高次脳機能障がい－その回復期医療、リハビリ、社会復帰について 

和田義明 

新宿区委託高次脳機能障害者支援セミナー 2018.7.21 

 

高次脳機能障害を支援する上での医療機関の役割 

和田義明 

高次脳機能障害実践的アプローチ講習会 2018.9.16 



尾状核近傍の出血例における高次脳機能障害について 

和田義明 

高次脳機能障害者支援普及事業「専門的リハビリテーションの充実」 症例検討会 2018.9.26 

 

玉川病院における、認知症ケアチームの取り組みについて 

日熊麻耶  

第 38 回お茶の水セミナー 2018.11.17 

 

Wellens 症候群の 1 例 

和田義明 

第 4 回玉川地域包括医療研究会 2019.1.29 

 

【座長・司会】 

講演①『睡眠との脳内プロテオスタシス-「良質な睡眠」は認知症の発症と進行を防ぎうるか？』 

和田義明 

認知症と睡眠障害研究会 2018.7.20 

 

2 部 世田谷区のこれからを語る 

和田義明 

世田谷高次脳機能障害の今を振り返る 2018.8.24 

 

症例検討会 

和田義明 

高次脳機能障害者支援普及事業「専門的リハビリテーションの充実」 2018.9.26 

 

特別講演「てんかんシンプル治療の最前線」 

和田義明 

明日のてんかん診療を考える会 2018.11.7 

 

講演「脳卒中患者だった理学療法士が伝えたい本当の事」 

和田義明 

高次脳機能障害者支援普及事業「専門的リハビリテーションの充実」講演会 2018.11.14 

 

特別講演Ⅱ「未来医療における人工知能のインパクト」 

和田義明 

第 38 回お茶の水セミナー 2018.11.17 

 

シンポジウム-「認知症への取り組み」- 



和田義明 

第 38 回お茶の水セミナー2018.11.17 

 

講演「オリンピックにおける熱中症対策および冬季の低体温症について」 

和田義明 

世田谷区救急業務連絡協議会救急講演会 2018.12.7 

 

一般講演 

和田義明 

世田谷区認知症ネットワーク研究会 2019.2.6 

 

ミニシンポジウム「日産厚生会における人材確保と育成〜看護部〜」 

和田義明 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

Session2『腎不全の食事・栄養管理』  

和田義明 

第 8 回玉川地区医療連携フォーラム 2019.2.21 

 

股関節センター 

【学会発表】 

人工股関節置換術周術期における物理的肺血栓塞栓症予防の結果 

松原正明、奥田直樹、佐藤敦子 他 

第 91 回日本整形外科学会学術総会 2018.5.24 

 

Session7 Complex THA patient Non-Adherence 

加瀬雅士 

Zimmer-Biomet Hip Symposium 2018 2018.8.26 

 

股関節症状の主訴のない骨盤における臼蓋形態 

菱山 隼、松原正明、佐藤敦子 他 

関東整形災害外科学会第 690 回整形外科集談会 2018.9.15 

 

Modular 型ステム（S-ROM）の減増捻による内外旋可動域変化 

佐藤敦子、松原正明、奥田直樹 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.26 

 

Locking Compression Plate Distal Femur による大腿骨ステム周囲骨折に対する治療成績 



辻野昭平、松原正明、奥田直樹 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.26 

 

股関節症状の主訴のない骨盤における臼蓋形態 

 菱山 隼、松原正明、奥田直樹 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.26 

 

Corail stem を用いた人工股関節置換術における早期骨反応に影響を及ぼす因子の検討 

加瀬雅士、松原正明、奥田直樹 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 

Anatomical short と Short wedge taper のステム周囲骨密度変化の比較 DXA を用いた術後 5 年まで

の評価 

木村晶理、松原正明、奥田直樹 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 

人工股関節置換術における関節周囲多剤カクテル注射の有用性 

 奥田直樹、松原正明、佐藤敦子 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 

トラネキサム酸使用後の両側人工股関節全置換術における総出血量と自己血貯血量に関する検討 

佐藤 啓、松原正明、奥田直樹 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 

人工股関節全置換術後における歩行補助具の違いが身体機能に与える影響 

田村 丞、松原正明、奥田直樹 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 

両側人工股関節全置換術後患者の術前･術後指導は破局的思考を軽減させ早期杖歩行自立に影響を与え

るか 

橋本詩織、松原正明、奥田直樹 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 

アロマオイル配合のボディーバームを使用した術後疼痛緩和の効果 

森岡綾子、栗本恭、阿部倫子 他 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 



Comparison of two different shapes of Zweymüller stems in Bipolar-Head-Arthroplasty for femoral 

neck fractures: A case control study 

黒田知沙、松原正明、奥田直樹 他 

第 101 回東京医科歯科大学整形外科集談会 2018.12.23 

 

【講演会・シンポジウム】 

セメントレス人工股関節ステムの選択 -年齢、骨質、大腿骨髄腔形態に応じた戦略- 

松原正明 

第 130 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2018.4.20 

 

人工股関節置換術における問題点－現時点における問題点と解決・解決予測、リハビリも含めて－ 

松原正明 

第 14 回和歌山骨関節靭帯フォーラム 2018.9.1 

 

MIS-AL(OCM)アプローチでの THA 

奥田直樹 

Tokyo Hip Joint Seminar 2018.9.18 

 

Pit fall in using Metha stem 

松原正明 

Metha Train the Trainer Course（Thailand） 2018.10.7 

 

Japanese short neck experience 

松原正明 

Conservative Total Hip Arthroplasty Symposium（Rome） 2018.10.12 

 

関節障害とその治療 

奥田直樹 

日本運動器看護学会 認定看護師研修会 2018.10.12 

 

成人股関節症に対する治療選択～観血的治療の成績と骨粗鬆症を含めた問題点～ 

松原正明 

第 31 回世田谷地区整形外科懇話会 2018.11.14 

 

人工股関節全置換術における最近の成果と問題点－骨粗鬆症との関連を含めてー 

松原正明 

西多摩整形外科医会 2018.11.29 

 



人工股関節手術の未来 

松原正明 

医療介護ものづくり研究会医療部会 整形外科ニーズ探索セミナー 2018.11.30 

 

Metha stem の pit fall 

松原正明 

Metha Cadaver Course 2019.1.19 

 

当科における Metha stem の使用経験と現時点における使用感- 手術における問題点と pit fall･今後の

展開についての私感- 

松原正明 

Aesculap 人工股関節研修会 2019.1.26 

 

フランス留学の帰朝報告 玉川病院股関節センターの紹介と共に 

加瀬雅士 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

ナビゲーションシステムの可能性 

松原正明 

第 49 回日本人工関節学会 2019.2.15 

 

人工股関節置換術における近年の成果と問題点 

松原正明 

第 49 回日本人工関節学会 2019.2.16 

 

Augmented Reality を用いた人工股関節 Navigation -AR の臨床精度とその限界 

小川博之、松原正明 

第 13 回日本 CAOS 研究会 2019.3.7 

 

THA consideration -Japanese anatomy from CT date analysis 

Masaaki Matubara 

The 13th Asia-Pacific Orthopaedic Seminar 2019.3.30 

 

【座長・司会】 

人工股関節術後 VTE に対する新しい治療選択 

松原正明 

第 82 回東京股関節研究会 2018.4.2 
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松原正明 

第 91 回日本整形外科学会学術総会 2018.5.25 

 

人工関節置換術における問題点と解決法 

松原正明 

Corail ユーザーズ ミーティング 2018.6.9 

 

股関節手術において知っておくべき局所解剖 

松原正明 

第 83 回東京股関節研究会 2018.6.29 

 

Session7 Complex THA 

松原正明 

Zimmer-Biomet Hip Symposium 2018 2018.8.26 

 

講演『THA の術中骨折に関する予防・対策』 

松原正明 

第 84 回東京股関節研究会 2018.9.28 

 

講演『各種ステム選択と適用範囲の実際』 

松原正明 

Hip Forum 2018 2018.9.29 

 

ランチョンセミナー 12 

松原正明 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 

一般演題 73：THA・術前計画（Ⅱ）  

松原正明 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 

 

一般演題 5 THA（成績） 

松原正明 

第 46 回日本関節病学会 2018.11.9 

 

座長 1：リウマチ患者に対する妊娠と出産サポート 

座長 2：関節リウマチの骨粗鬆症への対峙の仕方 ―自立した健康長寿社会のために― 



松原正明 

第 41 回城南リウマチ会（主催） 2018.11.17 

 

一般演題「難症例に対する初回セメントレス THA の治療戦略」「難症例に対する初回セメント THA の

治療戦略」 

木村晶理 

股関節若手の会 2018 2018.11.17 

 

ステム周囲骨折の治療法と骨粗鬆症 

松原正明 

第 86 回東京股関節研究会 2019.1.18 

 

帰朝報告 

松原正明 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

ディベートセッション 4 ポリエチレン摺動面 vs. セラミック摺動面 

松原正明 

第 49 回日本人工関節学会 2019.2.16 

 

THA における新しい CAS：CT ナビゲーションと Mako システム 

松原正明 

第 13 回日本 CAOS 研究会 2019.3.7 

 

透析センター・腎臓内科 

【学会発表】 

多職種による CKD 重症化予防の取り組み 

今村吉彦 

第 12 回区西南部腎不全医療研究会 2018.4.10 

 

片麻痺のある患者への PD 導入指導を経験して 

谷川直美、藤原美佐江、今村吉彦 他 

第 28 回東京 PD 研究会 2018.5.19 

 

結果的に自宅で PD を導入した 1 症例 

中村良一、佐藤明美、今村吉彦 他 

第 28 回東京 PD 研究会 2018.5.19 

 



当院における臨床工学技士のフットケアへの取り組み 

下迫未奈、松村彩子、今村吉彦 他 

第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.6.30 

 

維持透析患者の足病変に対する取り組み 

吉川佐知子、藤原美佐江、今村吉彦 他 

第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.6.30 

 

透析システム入れ替えに伴う水質管理方法の検討 

佐藤佑介、松村彩子、今村吉彦 他 

  第 63 回日本透析医学会学術集会 2018.6.30 

 

脳出血後の片麻痺症例への PD 導入指導 

藤井沙織、谷川直美、今村吉彦 他 

第 24 回日本腹膜透析医学会学術集会 2018.10.7 

 

透析装置更新に伴う災害対策マニュアルの改訂 

渡部拓也、井上博満、今村吉彦 他 

第 48 回日本腎臓学会東部学術大会 2018.10.21 

 

血液透析導入患者におけるエリスロポエチン低反応性と生命予後との関連 

林 俊秀、常喜信彦、今村吉彦 他 

第 48 回日本腎臓学会東部学術大会 2018.10.21 

 

維持透析患者の足病変に対する取り組み 

根本多鶴江、吉川佐和子、今村吉彦 他 

第 20 回玉川駒沢透析懇話会 2018.11.10 

 

CKD 重症化予防におけるチーム医療の有用性 

今村吉彦、高橋康訓、篠原 眞 他 

第 18 回世田谷区医師会医学会 2018.12.1 

 

多職種によるチーム医療は CKD 重症化予防に有用か？ 

今村吉彦、高橋康訓、篠原 眞 他 

公益財団法人日産厚生会 第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

【講演会・シンポジウム】 

PD 概論 



 今村吉彦 

 PD 地域連携セミナー in 世田谷 2018.6.1 

 

JSN.KDIGO Joint Symposium：Non-ischemic Cardiovascular Injuries in CKD 

Toshihide Hayashi 

  第 61 回日本腎臓学会学術総会 2018.6.2 

 

～あなたの腎臓を守るために～腎臓病（CKD）の進行を抑えるために 

今村吉彦 

第 2 回世田谷区区民公開講座 2018.6.16 

 

CKD におけるチーム医療について 

今村吉彦 

第 6 回腎臓病療養指導士認定のための講習会 2019.3.17 

 

【座長・司会】 

PD 症例との関わり 

講演①：PD 患者の訪問経験 

演者：玉川訪問看護ステーション 佐藤由美 

講演②：PD 患者の受け入れ経験  

演者：セントケア東京（株）アルタクラッセ二子玉川 岩城馨子 

座長：藤井沙織、高橋康訓 

PD 地域連携セミナー in 世田谷 2018.6.1 

 

腎心連関の疫学と病態解明を目指した 30 年間の研究史 

演者：東邦大学医学部腎臓学講座（大橋）教授 長谷弘記 

  座長：今村吉彦 

TOHO RENAL JOINT MEETING 2018.8.4 

 

透析患者の貧血治療と鉄管理－鉄含有 P 吸着薬の使い方－ 

演者：昭和大学江東豊洲病院 腎臓内科 准教授 本田浩一 

司会：今村吉彦 

第 2 回城南リン吸着薬アドバイザリースモールミーﾃィング 2018.8.7 

 

医療スタッフの熱意で決まる透析患者の運動療法 

演者：医療法人つばさ つばさクリニック 院長 大山恵子 

座長：今村吉彦 

第 3 回透析患者の合併症を考える会 in せたがや 2018.8.23 



一般演題 ポスター「感染症 5」 

座長:今村吉彦 

第 24 回日本腹膜透析医学会学術集会 2018.10.7 

 

実臨床における糖尿病治療について 

演者：日本赤十字社医療センター 糖尿病内分泌内科 部長 日吉 徹 

座長：今村吉彦 

糖尿病テーブルディスカッションミーティング 東京 2018.10.20 

 

総合診療科 

【学会発表】 

胆嚢癌との鑑別が困難であった IgG4 関連胆嚢炎（胆嚢 IgG4 関連炎症性偽腫瘍）の 1 切除例 

川村 徹、相川 丞、和田義明 他 

第 17 回日本病院総合診療医学会学術総会 2018.9.16 

 

呼吸器内科 

【学会発表】 

カルチノイド症候群を呈した肺カルチノイドの 1 剖検例 

大橋佳奈、森田瑞生、長 晃平 他 

第 231 回日本呼吸器学会関東地方会 2018.9.1 

 

安定期呼吸器疾患患者の身体活動性の定量 

長 晃平、森田瑞生、梅澤弘毅 他 

第 28 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 2018.11.9 

 

慢性呼吸器疾患患者における 6 分歩行試験（6MWT）での Borg スケールと各種指標との関連 

大橋佳奈、長 晃平、森田瑞生 他 

第 28 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 2018.11.10 

 

【講演会・シンポジウム】 

Walk in 受診される静脈血栓塞栓症 

長 晃平 

玉川医師会学術講演会 2019.1.9 

 

【座長・司会】 

講演 1.2 

 長 晃平 

SETAGAYA COPD Regional Connection 2019.3.22 



循環器内科 

【学会発表】 

慢性血栓塞栓性肺高血圧症の閉塞肺動脈への逆行性アプローチが有用であった一例 

平野庸介 

第 52 回日本心血管インターベンション治療学会関東地方会 2018.5.12 

 

管理に難渋した肺塞栓による PCPS の一例 

平野庸介 

第 248 回日本循環器学会関東地方会 2018.6.9 

 

慢性血栓塞栓性肺高血圧症の閉塞肺動脈への逆行性アプローチが有用であった一例 

平野庸介 

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会総会 2018.8.4 

 

無症候性心筋虚血を有する家族性高コレステロール血症患者に対し PCSK9 阻害薬で脂質管理を行った

1 例 

伊藤雄太、平野庸介、相川 丞 他 

第 249 回日本循環器学会関東甲信越地方会 2018.9.22 

 

内科的治療に難渋した収縮性心膜炎に対し心膜切除術を施行した 1 例 

髙島早貴、伊藤雄太、坂田隆夫 他 

日本内科学会第 648 回関東地方会 2019.2.2 

 

【講演会・シンポジウム】 

在宅における心不全の見方 

坂田隆夫 

世田谷区社会福祉事業団定例研修会 2018.5.9 

 

糖尿病と脂質異常症（動脈硬化性疾患予防ガイドラインと PCSK9 阻害薬の使い方） 

相川 丞 

平成 30 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】 2018.7.8 

 

動脈硬化性疾患のガイドラインに基づく脂質管理 

相川 丞 

第 8 回玉川医師会学術講演会 2018.7.18 

 

抗血小板薬の休薬によるステント内血栓症 

相川 丞 



第 10 回玉川医師会学術講演会 2018.9.19 

 

肺動静脈廔のカテーテル治療 

 相川 丞 

第 20 回玉川医師会学術講演会 2019.3.13 

 

【座長・司会】 

Special Lecture Ⅰ「SHD intervention Update~TAVI を中心に~」 

相川 丞 

高齢者の心房細動を考える 2018.7.6 

 

講演『高血圧・CKD と腸内細菌』 

相川 丞 

第 9 回玉川メタボリック研究会学術講演会 2018.10.18 

 

糖尿病の運動療法-フレイル予防も含めて- 

糖尿病合併症とその対策 

薬物療法（インスリン・GLP-1 受容体作動薬の入門編を含む） 

相川 丞 

平成 30 年度東京都医師会糖尿病予防推進医講習会【基礎編】 2018.12.9 

 

一般演題 ポスター 

小野 剛 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

特別講演【糖尿病治療の最新の話題】 

相川 丞 

第 8 回世田谷クリニカルフォーラム 2019.2.18 

 

一般演題「急性心筋梗塞に対するカテーテル治療中に kounis 症候群をきたした 1 例」 

平野庸介 

第 1 回大橋リバーサイドハートカンファレンス 2019.3.23 

 

特別講演「2 型糖尿病の病態と治療に関するトピックス～SGLT2 阻害薬を中心に～」 

相川 丞 

第 1 回大橋リバーサイドハートカンファレンス 2019.3.23 

 

特別講演「心不全における臓器うっ血の評価と臨床応用」 



小野 剛 

循環器診療セミナーin 大橋 2019.3.25 

 

消化器内科 

【学会発表】 

放射線腸炎の検討 

小野真史 

第 95 回日本消化器内視鏡学会総会 2018.5.10 

 

当院におけるイレウス減圧治療の臨床的検討 

 永嶋裕司、三浦富宏、小野真史 

JDDW2018 2018.11.2 

 

サイトメガロウィルス感染による小腸腫瘍の 1 例 

 毛利州秀、永嶋裕司、三浦富宏 

日本消化器病学会関東支部第 352 回例会 2018.12.1 

 

【講演会・シンポジウム】 

P-cab について 

三浦富宏 

大塚製薬株式会社社内勉強会 2018.11.9 

 

当院における上部消化管出血の現状 

永嶋裕司 

大塚製薬株式会社社内勉強会 2019.1.16 

 

【座長・司会】 

一般演題 ポスター44 大腸－緊急内視鏡  

小野真史 

第 95 回日本消化器内視鏡学会総会 2018.5.11 

 

糖尿病・代謝内科 

【学会発表】 

耐糖能増悪が診断契機となった非機能性膵神経内分泌腫瘍の 1 例． 

大石愛奈、内田 諭、岩本正照 他 

第 648 回日本内科学会関東地方会 2019.2.2 

 

【講演会・シンポジウム】 



糖尿病治療ガイド改定に見る糖尿病治療の変化について 

岩本正照 

玉川医師会定期勉強会 2018.10.17 

 

シタグリプチンの臨床効果 腎臓に対する働きから 

岩本正照 

糖尿病テーブルディスカッション 2018.11.20 

 

【座長・司会】 

「臨床試験の結果から糖尿病に合併した腎臓病、心不全の病態を読み解く」 

岩本正照 

糖尿病カンファレンス in Tamagawa 2018.9.26 

 

「配合錠が可能にするメトフォルミンからのシームレスな糖尿病治療強化」 

岩本正照 

第 5 回 グルコースナビゲーション 2018.11.5 

 

脳神経内科 

【学会発表】 

典型的な皮膚症状を呈した帯状疱疹ウイルス髄膜炎の 19 歳男性例 

 齋藤和幸、岩渕千雅子、渡辺大輔 他 

 第 226 回 日本神経学会関東・甲信越地方会 2018.9.1 

 

帯状疱疹髄膜脳炎に急性散在性脳脊髄炎を合併した 80 歳女性例 

 齋藤和幸、久保寺隆行、和田義明 

 第 227 回 日本神経学会関東・甲信越地方会 2018.12.1 

 

異なる症状で発症した高齢発症の孤発性 Creutzfeldt-Jakob 病(sCJD)の 2 例   

外井都貴、久保寺隆行、齋藤和幸 他 

第 647 回 日本内科学会関東地方会 2018.12.8 

 

眼筋型重症筋無力症と視神経炎を同時発症した高齢女性例 

小川 祥、齋藤和幸、相馬亮子 他 

第 649 回 日本内科学会関東地方会 2019.3.2 

 

膠原病リウマチ科 

【学会発表】 



化膿性関節炎，反応性関節炎，菌血症，紫斑で発症した Streptobacillus notomytis による rat-bite 

fever  

楠田 岳、土田真吏奈 、馬場洋行 他 

第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会  2018.4.17 

 

関節エコーの有用性 

楠田 岳 

第 2 回玉川医学会 2018.11.17 

 

消化器・一般外科 

【学会発表】 

当院における乳がん診療状況から「今後の高齢者乳がん治療のあり方」について考える 

大石陽子 

第 26 回日本乳癌学会学術総会 2018.5.16 

 

健常高齢者に発症したサイトメガロウィルス小腸炎の 1 例 

伊藤その、岩田乃理子、野谷啓之 他 

第 850 回外科集談会 2018.9.29 

 

根治性と整容性を考慮した乳房温存療法適応基準における検討 

大石陽子、三鍋俊春、伊藤その 他 

第 80 回日本臨床外科学会総会 2018.11.24 

 

腹腔内膿瘍との選別を要した小腸 GIST の 1 例 

第 851 回外科集談会 2018.12.15 

伊藤その、岩田乃理子、野谷啓之 他 

 

腹腔内膿瘍との鑑別を要した小腸 GIST の一例 

長濱佑佳、伊藤その、岩田与理子 他 

第 27 回御茶の水消化器セミナー 2019.2.23 

 

バリウムによる上部消化管造影検査後に S 状結腸穿孔の一例 

鈴木海人、川村 徹、伊藤その 他 

第 852 回外科集談会 2019.3.16 

 

【講演会・シンポジウム】 

外科からみた肝細胞がんの治療 

川村 徹 



第 5 回世田谷区医師会医療連携定期学術講演会 2018.10.22 

 

【座長・司会】 

「総合教育研修センターの活動について」 

 川村 徹 

 第 38 回お茶の水セミナー 2018.11.17 

 

特別講演Ⅰ「ゲノム診断と疾患予防、健康寿命の延長」 

大石陽子 

第 38 回お茶の水セミナー 2018.11.17 

 

整形外科 

【学会発表】 

小児に発症した腱滑膜巨細胞腫 

辻野昭平 

第 91 回日本整形外科学会学術総会 2018.5.26 

 

TKA 術後アライメント残存に対する長期成績 

柳澤克昭 

第 91 回日本整形外科学会学術総会 2018.5.26 

 

膝屈伸時における前十字靭帯大腿骨付着部の肉眼及び組織学的検討 

望月智之 

第 10 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 2018.6.15 

 

ラグビーによって大腿回旋動脈下行枝損傷をきたした血管塞栓術を施行した一例 

村井峻悟、金 民大、望月智之 

第 10 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 2018.6.15 

 

脛骨粗面滑車間距離の大きな反復性膝蓋骨脱臼症例に対する検討-内側膝蓋大腿靱帯単独再建例と脛骨粗

面移行同時施行例との比較- 

柳澤克昭、林 将也、萩内隆司 他 

第 10 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 2018.6.16 

 

Latarjet 法術後感染の治療経験 

菱山 隼、望月智之 

第 45 回日本肩関節学会 2018.10.19 

 



腰痛を主訴に救急外来を受診し緊急手術加療を要した 2 例 

佐藤 啓 

第 2 回玉川医学会 2018.11.17 

 

Postoperative infection after Bankart-Latarjet procedure -two cases reports 

菱山 隼、望月智之、柳沢克昭 

第 101 回東京医科歯科大学整形外科集談会 2018.12.23 

 

高齢者の肘頭骨折に対する引き寄せ締結法 

辻野昭平、志村治彦、松原正明 他 

第 31 回日本肘関節学会学術集会 2019.2.9 

 

Progressive osteoarthritis after Latarjet-Bamkart procedure in young rugby player 

Tomoyuki Mochizuki 

6th Asian Shoulder & Elbow Group (ASEG) Annual Meeting 2019.3.1 

 

Effect of synovial mesenchymal stem cells for rotator cuff healing in a rat model 

Tomoyuki Mochizuki 

6th Asian Shoulder & Elbow Group (ASEG) Annual Meeting 2019.3.2 

 

直視下 Latarjet+Bankart 法の術後成績 

望月智之 

第 59 回関東整形災害外科学会 2019.3.23 

 

【講演会・シンポジウム】 

Rotator Cuff and Footprint Anatomy Revisited: Applications to Rotator Cuff Repair 

Tomoyuki Mochizuki 

NICE Shoulder Course (NICE France)  2018.6.1 

 

【座長・司会】 

Instability in the contact athlete 

望月智之 

第 10 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 2018.6.14 

 

ショートトーク 27 基礎 2 

望月智之 

第 45 回日本肩関節学会 2018.10.20 

 



脳神経外科 

【学会発表】 

特発性正常圧水頭症における VSRAD での DESH の術前・術後の変化の検討 

 御任明利 

日本脳神経外科学会第 77 回学術総会 2018.10.10 

 

VSRAD two tail views 表示を用いた特発性正常圧水頭症 DESH の術前・術後の変化の検討 

 御任明利 

第 20 回日本正常圧水頭症学会 2019.2.23 

 

皮膚科 

【学会発表】 

色素失調症の男児例 

栗田昴幸、伊藤 崇、石河 晃 他 

第 42 回日本小児皮膚科学会 2018.7.14 

 

痒疹 

栗田昴幸 

第 16 回東邦デルマ会 2018.7.28 

 

DPP-4 阻害薬内服中に発症した水疱性類天疱瘡の 1 例 

栗田昴幸、日野治子、岩渕千雅子 

第 881 回日本皮膚科学会東京支部地方会 2018.9.4 

 

Birt-Hogg-Dubé 症候群における皮膚病変 

岩渕千雅子、栗原正利、石河 晃 他 

第 82 回日本皮膚科学会東京支部学術大会 2018.12.1 

 

疥癬の診断と治療：玉川病院での疥癬患者の症例から 

岩渕千雅子、栗田昴幸 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

結節性痒疹様の臨床像を呈した抗ラミニン γ1 類天疱瘡の 1 例 

栗田昴幸、日野治子、岩渕千雅子 

第 883 回日本皮膚科学会東京支部地方会 2019.2.16 

 

鑑別すべきウイルス性発疹症：麻疹と伝染性単核球症の各一例  

岩渕千雅子、栗田昴幸、日野治子 

第 883 回日本皮膚科学会東京支部地方会 2019.2.16 



【講演会・シンポジウム】 

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」 2018.4.21 

 

日本人における BHD 症候群の皮膚病変：皮膚科医の立場から 

岩渕千雅子 

第 107 回日本病理学会総会 特別企画シンポジウム 2018.6.22 

 

患者満足度を高める乾癬治療とは、ここが聞きたい乾癬治療 

岩渕千雅子 

 渋谷•目黒•世田谷エリア乾癬講演会 2018.7.3 

 

BHD 症候群の皮膚病変病理像のまとめと診断的意義について 

岩渕千雅子 

第 4 回気胸•嚢胞性肺疾患フォーラム 2018.8.4 

 

【座長・司会】 

明日から役立つ乾癬治療 

岩渕千雅子 

Psoriasis Community（ソリアーシス コミュニティー）2018.11.15 

 

爪白癬の新しい治療戦略-ラブコナゾールをどう使うか- 

岩渕千雅子  

爪白癬治療について考える会 2019.1.17 

 

泌尿器科 

【学会発表】 

光選択的前立腺蒸散術（PVP）における通常手術法と Vaporization-Resection 法の比較 

田中将樹、小林 剛、五十嵐一真 

第 83 回日本泌尿器科学会東部総会 2018.10.14 

 

光選択的前立腺蒸散術～現状と工夫～ 

田中将樹、小林 剛、五十嵐一真 

玉川泌尿器科医会学術講演会 2019.3.14 

 

光選択的前立腺蒸散術 

田中将樹、小林 剛、五十嵐一真 



第 45 回城南地区泌尿器疾患懇話会 2019.3.28 

 

病理診断科 

【学会発表】 

Breast carcinoma with neuroendocrine differentiation の一例 

関 絵莉、河原真沙実、大石陽子 他 

第 59 回日本臨床細胞学会総会春期大会 2018.6.2 

 

潰瘍性大腸炎患者の粘膜治癒評価と尿中プロスタグランディン E 主要代謝産物（PGE-MUM）の臨床的

有用性の検討 

 藤原睦憲、荒井吉則、有廣誠二 他 

第 65 回日本臨床検査医学会学術集会 2018.11.16 

 

看護部 

【学会発表】 

入室時の取り外しについて（患者参加型を目指して） 

松本博子 

第 68 回日本病院学会 2018.6.28 

 

超過勤務管理システム導入後の業務改善の方向性 

小川マツ子 

第 68 回日本病院学会 2018.6.29 

 

医療サービス分析システムを活用した、看護業務の可視化 

嘉茂すみ代、新居久子、信上まり子 

第 22 回日本看護管理学会学術集会 2018.8.24 

 

同行訪問を経験したことで病棟看護師にもたらした退院支援への気づき 

岡林博美 

第 49 回日本看護学会-慢性期看護-学術集会 2018.9.28 

 

脳出血後の片麻痺症例への PD 導入指導 

藤井沙織 

第 24 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2018.10.7 

 

アロマオイルを使用した述語疼痛緩和の効果 

 森岡綾子 

第 45 回日本股関節学会学術集会 2018.10.27 



非常勤看護師の働き方の多様性と業務の効率化 

高橋由美子 

全国病院経営学会 2018.11.9 

 

病院から住み慣れた家への退院 

長坂真弓 

せたがや福祉区民学会第 10 回大会 2018.11.17 

 

非常勤看護師の働き方の多様性と業務の効率性 

 高橋由美子 

平成 30 年度看護業務委員会集談会 2019.2.8 

 

当院の外国人雇用への取り組み 

武井英美 

平成 30 年度看護業務委員会集談会 2019.2.8 

 

多職種による転倒事例分析～トリガーリストを用いて職種間における視点のずれを探る～ 

菊池優子 

回復期リハビリテーション病棟協会第 33 回研究大会 2019.2.21 

 

【講演会・シンポジウム】 

私たちの求められるもの～働き方改革における看護師長・中堅看護師のエンパワメント～ 

嘉茂すみ代 

日本看護管理学会定例会 in 熊本 2018.12.8 

 

薬剤科 

【学会発表】 

緩和ケア専門医不在病院における緩和ケアチーム活動の分析と課題 

谷口槙子 他 

第 12 回 緩和医療薬学会年会 2018.6.6 

 

後発医薬品の選定における DPC 病院の経営的視点からの考察 

北岡 晃、榎木瑞穂 他 

第 28 回 日本医療薬学会年会 2018.11.24 

 

８％ハイドロキノン軟膏の保存安定性及び物性の評価 

大野修二、竹場和代 他 

第 28 回 日本医療薬学会年会 2018.11.24 



ポリファーマシーに対する薬剤師の取り組みと現状についての考察 

小倉敬史 他 

第 5 回 日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

８％ハイドロキノン軟膏の品質向上を目的とした処方改善 

山内理恵、竹場和代 他 

第 139 回 日本薬学会年会 2019.3.21 

 

【講演会・シンポジウム】 

これを知っておけば大丈夫！最近のくすり事情 

北岡 晃 

平成 30 年度東京都看護職員地域確保支援事業 2018.9.10、2018.12.3 

 

MR がチーム医療の一員として認められるための行動とは 

北岡 晃 

日本化薬（株）社員講演 2019.2.15 

 

プレアボイド重篤化回避報告分析から薬学的ケアを考える～プレガバリン報告事例を現場で活用するに

は～ 

北岡 晃 

第 5 回大橋・玉川薬剤師カンファランス 2019.2.28 

 

【座長・司会】 

DI 室 トピックス 

北岡 晃 

DS Pharmacist セミナー 2018.10.25  

 

過活動膀胱のヒ･ミ･ツ解明と治療薬選択の根拠 

北岡 晃 

第 58 回 SPM 研究会 2018.11.29 

 

リハビリテーション科 

【学会発表】 

若年齢脳卒中後慢性期上肢麻痺に対するボツリヌス毒素治療とリハビリテーション併用の効果検討 

OT 川島久哉  

第 15 回東京都作業療法学会 2018.7.1 

 

慣性センサーを用いた Alzheimer 型認知症患者の歩行特徴の評価と他疾患との比較 



PT 喜古 勇  

ヒューマンインターフェイスシンポジウム 2018   2018.9.7 

 

リバース型人工肩関節再置換術における術後機能の検討 

OT 荻野泰史  

第 15 回肩の運動機能研究会 2018.10. 20  

 

麻痺側内・外腹斜筋に対し治療を行うことで、歩行における体幹アライメントが改善した片麻痺患者の一

症例 

PT 山田啓介 

区西南部ブロック症例検討会 2018.11.25 

 

JRAT の災害本部運営を経験して 

OT 門脇 優 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム   2019.2.9  

 

回復期リハ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取り組み～第二報~  

ST 堀田清夏    

回復期リハビリテーション病棟協会第 33 回研究大会 2019.2.21 

 

【講演会・シンポジウム】 

やってみよう！透析中の運動 

PT 喜古 勇  

第５回 そらまめ教室  2018.4.22 

 

呼吸リハビリテーションのすすめ―基礎の再考と発展- 

PT 千葉哲也   

第 37 回東京都理学療法学術集会 2018.6.24 

 

在宅での呼吸リハビリテーション 

PT 千葉哲也、梅津美奈子、酒匂啓輔  

第 15 回認定訪問療法士基礎研修会 2018.7.1 

 

在宅での呼吸リハビリテーション 

PT 千葉哲也  

東京都看護協会 認定技術研修 2018.7.3 

 

理学療法・作業療法を取り巻く状況 



PT 千葉哲也 

千葉・柏リハビリテーション専門学校 1 年授業 2018.7.12 

 

呼吸器とフレイルを考える 

 PT 千葉哲也 

 介護・リハビリ EXSP 2018.7.27 

 

呼吸器のリハビリテーション 

PT 千葉哲也 

さくら会 2018.9.6 

 

レビー小体型認知症の摂食・嚥下障害  

ST 中島明子 

レビー小体型認知症介護家族おしゃべり会 2018.9.9 

 

誤嚥性肺炎の予防 

PT 千葉哲也 

さくら会  2018.9.13 

 

呼吸器リハビリ教室 

 PT 北川雄貴、青柳瑛子  

 玉川病院呼吸器リハビリ教室 2018.9.22 9.29 

 

呼吸器のリハビリテーション 

 PT 千葉哲也 

 鎗田病院  2018.10.4 

 

歩行器について 

 PT 千葉哲也、廣瀬幸子、林 淑恵、北川雄貴 

 国際福祉機器展  2018.10.10～12 

 

呼吸リハビリテーション 

 PT 千葉哲也 

 国立行政法人 東京病院 急性期勉強会  2018.10.11 

 

災害とリハビリテーション 

 PT 千葉哲也 

 CE 研究会  2018.10.20 



在宅での呼吸リハビリテーション 

PT 千葉哲也、梅津美奈子、酒匂啓輔  

第 17 回認定訪問療法士基礎研修会 2018.10.21 

 

大会長講演 理学療法管理の学術的展望 

 PT 千葉哲也 

 第 1 回日本理学療法管理研究会  2018.11.4 

 

当院における外来透析患者に対する透析中の運動療法 

PT 喜古 勇  

昭和大学フレッシュマンセミナー勉強会 2018.11.13 

 

指定管理者研修 初級・領域別 

 PT 千葉哲也 

 東京都理学療法 南多摩ブロック学術集会  2018.11.18 

 

臨床実習に向けて(一般病院） 

PT 千葉哲也 

東京衛生学園  2018.11.18 

 

ケア白書から考える～リハに求められていること 

PT 梅津美奈子   

栃木県臨床工学技士会 2018.11.18 

 

在宅生活の呼吸リハビリテーションのポイント 

 PT 千葉哲也 

 目黒区地域連携の会  2018.11.20 

 

各時期のリハビリテーション 

 PT 千葉哲也 

 区西南部リハビリテーション支援センター  2018.12.14 

 

運動器の健康 

PT 鈴木圭介 

成長期のスポーツ障害予防・指導者講習会 2019.1.12 

 

いまさらきけない呼吸リハビリテーション 

 PT 千葉哲也 



 医工学治療学会  2019.2.23 

 

指定管理者研修 初級 

 PT 千葉哲也、廣瀬幸子 

 東京都理学療法 北多摩ブロック学術集会  2019.2.24 

 

HFNC 併用で広がるリハビリテーション～理学療法士の立場から～ 

PT 喜古 勇  

第 35 回日本医工学治療学会  2019.2.24 

 

在宅の呼吸リハビリテーション 

 PT 千葉哲也 

 秀峰会 訪問リハビリテーション事業部   2019.3.8 

 

【座長・司会】 

指定演題 

 PT 廣瀬幸子 

第 37 回東京都理学療法士学術集会 2018.6.24 

 

ポスター発表 地域リハビリテーション 5 題 

 PT 千葉哲也 

 第 55 回日本リハビリテーション医学回学術集会 2018.6.29 

 

ネーザルハイフローについて ICU における早期リハ ～東京医大式呼吸理学療法 

PT 喜古 勇 

第 37 回東京都理学療法士学術集会 2018.6.24 

 

昭和・平成の HMV とこれから 

 PT 千葉哲也 

 川崎呼吸リハビリテーション研究会  2018.6.30 

 

呼吸器リハビリテーションの評価と実際 

 PT 千葉哲也 

 川崎呼吸リハビリテーション研究会  2018.10.20 

 

臨床工学科 

【学会発表】 

Cracked circuit in autologous blood salvage device for total hip arthroplasty 



H.Inoue, S.Motoyoshi 

19th Annual NATA Symposium on patient blood management, hemostasis and thrombosis 

2018.4.12 

 

透析システム入れ替えに伴う水質管理方法の見直し 

佐藤佑介、松村彩子、井上博満 他 

第 45 回日本血液浄化技術学会学術大会・総会 2018.4.21 

 

パネルディスカッション 「臨床工学技士が提案する診療報酬の改訂」 

呼吸管理業務の現状と今後の期待 

井上博満 

第 28 回日本臨床工学会 2018.5.27 

 

透析システム入れ替えに伴う水質管理方法の見直し 

佐藤佑介、松村彩子、井上博満 他 

第 28 回日本臨床工学会 2018.5.27 

 

当院における臨床工学技士のフットケアへの取り組み 

下迫未奈、松村彩子、井上博満 他 

第 26 回東京都臨床工学会 2018.6.3 

 

当院透析センターにおける災害対策マニュアル改定への取り組み 

渡部拓也、佐藤佑介、井上博満 

第 20 回日本医療マネジメント学会学術総会 2018.6.9 

 

当院臨床工学技士の手術室業務の変化 ～手術室業務開始から 10 年が経過して～ 

元良俊太、遠藤愛美、井上博満 他 

第 68 回日本病院学会 2018.6.29 

 

採血でのインシデント後の改善に向けた取り組み 

古賀一将、岸 伸昭、井上博満 

第 68 回日本病院学会 2018.6.29 

 

当院における臨床工学技士のフットケアへの取り組み 

下迫未奈、松村彩子、井上博満 他 

第 63 回日本透析医学会学術集会・総会 2018.6.30 

 

透析システム入れ替えに伴う水質管理方法の検討 



佐藤佑介、松村彩子、井上博満 他 

第 63 回日本透析医学会学術集会・総会 2018.6.30 

 

ワークショップ 「臨床工学技士の可能性について 過去→未来」 

今後の臨床工学技士に求められるもの 

井上博満 

第 9 回甲信越臨床工学会 2018.9.8 

 

透析装置更新に伴う災害対策マニュアルの改訂 

渡部拓也、井上博満、今村吉彦 他 

第 48 回日本腎臓学会東部学術大会 2018.10.21 

 

【講演会・シンポジウム】 

やさしく理解できる換気モード 

相良 文 

第 1 回臨床工学技士入門セミナー 2018.5.13 

 

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 30 年度医療機器安全基礎講習会 2018.8.11 

 

呼吸管理におけるトラブル事例と対策 ～臨床工学技士の立場から～ 

井上博満 

フクダ電子呼吸療法セミナー 2018.8.25 

 

医療機器の安全管理に必要な温故知新 

井上博満 

第 9 回福井県臨床工学会 2018.8.26 

 

安全管理における RST の役割 

井上博満 

第 9 回静岡県西部 RST 交流会 2018.9.29 

 

知っておくべきベッドサイド機器管理 

井上博満 

多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会 2018.11.4 

 

良く使う換気モードは？換気モード別の観察ポイント 



相良 文 

第 1 回呼吸ハンズオンセミナー 2019.2.3 

 

私の進路選択、臨床工学技士の仕事について 

相良 文 

練馬市立八坂中学校講演会 2019.3.15 

 

アラームから見る人工呼吸器の安全管理 

井上博満 

第 1 回とうほく呼吸管理セミナー 2019.3.16 

 

【座長・司会】 

BPA 一般奨励賞対象演題「呼吸」 

井上博満 

第 28 回日本臨床工学会 2018.5.26 

 

人工呼吸器（評価） 

井上博満 

第 28 回日本臨床工学会 2018.5.27 

 

共催セミナー3 

井上博満 

第 26 回東京都臨床工学会 2018.6.3 

 

Y ボード企画 これからの東京都臨床工学会には何が必要か？ 

井上博満 

第 26 回東京都臨床工学会 2018.6.3 

 

パネルディスカッション１ 呼吸管理の潮流 

相良 文 

第 26 回東京都臨床工学会 2018.6.3 

 

Y ボード企画 病院紹介 

相良 文 

第 26 回東京都臨床工学会 2018.6.3 

 

一般演題 4 PAD 

松村彩子 



第 26 回東京都臨床工学会 2018.6.3 

 

一般演題 1 

井上博満 

日本集中治療医学会第 2 回関東甲信越支部学術集会 2018.6.30 

 

シンポジウム ハイフローセラピー（HFNC）の現状、そしてこれから・・・ 

井上博満 

日本医工学治療学会第 35 回学術大会 2019.2.24 

 

栄養給食科 

【学会発表】 

糖尿病患者の栄養指導における初回のみと継続指導の効果の比較  

矢口直美 

第 18 回世田谷区医師会医学会 2018.12.1 

 

糖尿病患者の栄養指導における初回のみと継続指導の効果の比較  

矢口直美 

第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

【講演会・シンポジウム】 

あなたの腎臓を守るために「腎臓をいたわる食事とは」  

篠原 真  

第 2 回世田谷区区民公開講座 2018.6.16 

 

上手に食べて、健康寿命を延そう「生活習慣病予防は食事から・糖尿病食は健康食」   

篠原 真 

第 27 回玉川病院 市民公開講座 2019.3.27 

 

玉川クリニック 

【学会発表】 

健康診断における腹部超音波検査の意義 ―超音波検査でわかることー 

小澤志朗 

第 43 回玉川高島屋健康管理セミナー 2018.10.19 

 

アルツハイマー病の認知機能に対するドネペジルと加味帰脾湯の併用効果 

石田和之 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 



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】 

糖尿病における血糖改善に伴う血清脂質変化 

佐々木憲裕 

第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会 2018.5.24 

 

甲状腺機能異常症の治療による血清脂質の変化 

佐々木憲裕 

第 61 回日本甲状腺学会学術集会 2018.11.24 

 

【講演会・シンポジウム】 

症候論概説 2018 

佐々木憲裕 

イオン・ハピコム人材総合研修機構 2018.9.8、9.16、9.30、2019.1.18 

 

家族性高コレステロール血症、高中性脂肪血症の治療 

佐々木憲裕 

興和創薬株式会社  2018.8.29 

 

疫学から学ぶ糖尿病の治療法 

佐々木憲裕 

協和発酵キリン株式会社 2018.9.19 

 

高齢者糖尿病の治療 

佐々木憲裕 

武田薬品工業 2018.12.6  

 

薬剤科 

【講演会・シンポジウム】 

急性期から在宅へつなぐ～地域医療・介護連携における薬剤師の役割～ 

本澤葉留美 

 （一社）日本病院薬剤師会 平成 30 年度療養病床委員会セミナー 2018.7.22 

 

慢性期医療と地域連携 

本澤葉留美 

（一社）日本病院薬剤師会 第 1 回日本病院薬剤師会 Future Pharmacist Forum 2018.10.28 



daiichi-sankyo medical conference-抗凝固薬の服薬ｱﾄﾞﾋｱﾗﾝｽを考える- 

永井麻紀 

第一三共株式会社 ﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾌｪｱｰｽﾞ本部 ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ部 2019.1.24 

 

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 

千葉県薬剤師会在宅医療委員会 2019.3.3 

 

【座長・司会】 

感染症の現状と対策 

本澤葉留美 

千葉県女性薬剤師総会・研修会 2018.5.20 

 

千葉県女性薬剤師会による診療ガイドライン 

本澤葉留美 

薬剤師継続学習通信講座「スクーリング講座ｉｎ千葉」 2018.9.24 

 

家族支援・退院支援 

本澤葉留美 

回復期リハビリテーション病棟協会第 33 回研究大会ｉｎ舞浜・千葉 2019.2.22 

 

看護部 

【学会発表】 

嚥下機能向上のための病棟での取組 

若松香寿美 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

手指衛生に対する意識調査と意識向上に向けた取り組み 

尾崎美香 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

病棟の感染予防に対する意識調査と現状の把握～感染予防の向上を図る～ 

 半澤美穂子 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

【講演会・シンポジウム】 

基本姿勢と態度 



 印南里子 

千葉県看護協会新人看護職員研修 2018.5.2 

 

高齢者の理解 

 伊藤恵美 

千葉県看護協会認知症看護研修 2018.6.7、8.16、2019.2.21 

 

患者の生活援助 

 伊藤恵美 

千葉県民間病院協会看護補助者研修  2018.6.22 

 

日常の健康管理 

 伊藤恵美 

千葉県認知症コーディネーター養成研修 2018.10.9  

 

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会  2018.10.29 

 

「働きやすい職場環境へ」～ワークライフバランス３年間の取り組みから得られた成果～ 

伊藤恵美 

日産厚生会第５回医学フォーラム  2019.2.9 

 

公益財団法人日産厚生会 診療所 

【学会発表】 

健康診断結果から見た身長と腹囲の関係 

福島寿美 

日産厚生会第 5 回医学フォーラム 2019.2.9 

 

【講演会・シンポジウム】 

生活習慣病の予防と対策 

青山 弘 

川崎近海汽船 健康セミナー 2018.4.5 

 

健康管理について 新任者教育 

松本古奈木 

日油川崎事業所 健康講演会 2018.4.25 



職場における健康管理と復職支援システム 

青山 弘 

テプコカスタマーサービス本社 健康セミナー 2018.5.25 

 

長時間労働による健康障害 

青山 弘 

DTS 東京本社 健康セミナー 2018.5.31 

 

健康診断結果の分析と今後の生活習慣病対策 

青山 弘 

日本不動産研究所 健康セミナー 2018.6.13 

 

職場における健康管理 

青山 弘 

エームサービス本社 健康セミナー 2018.6.25 

 

循環器疾患と栄養 

横山 聡 

相模女子大学栄養科学部 健康セミナー 2018.7.18 

 

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 

イイノビルテック 健康講演会 2018.8.28 

 

職場におけるメンタルヘルス対策とストレスチェック制度 

青山 弘 

東電タウンプランニング本社 健康セミナー 2018.9.5 

 

生活習慣病に対する健康管理事業の有り方 

青山 弘 

共栄火災健康保険組合 健康講演会 2018.10.4 

 

家族の健康・ジェネリック医薬品について 

松本古奈木 

NOF メタルコーティングス 健康講演会 2018.10.10 

 

職場における健康管理 

青山 弘 



メフォス 健康セミナー 2018.10.22 

 

メタボリックシンドロームの予防と対策 

青山 弘 

共栄火災 健康セミナー 2018.10.25 

 

腰痛予防 

松本古奈木 

昭和電工ガスプロダクツ川崎工場 健康講演会 2018.11.14 

 

睡眠と健康 

青山 弘 

テプコカスタマーサービス東京業務センター 健康セミナー 2018.11.15 

 

腰痛予防 

松本古奈木 

昭和電工ガスプロダクツ本社 健康講演会 2018.11.28 

 

職場におけるメンタルヘルス対策 

青山 弘 

イイノビルテック 健康講演会 2018.12.12 

 

健康診断結果の見方とその活用法 

青山 弘 

東邦物産 健康セミナー 2018.12.26 

 

生活習慣病と特定保健指導 

青山 弘 

農林水産関係法人健康保険組合 健康講演会 2019.2.25 


