
 

 

 

 

【学会発表】 

JHS分類による治療法選択の未来像－術前ヘルニオグラフィーを用いて－ 

東海林 裕、中嶋 昭、川村 徹 他  

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.7 

 

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術における個別化 

川村 徹、佐藤 康、中嶋 昭 他 

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.7 

 

鼠径ヘルニアにおける CTおよびヘルニオグラフィーでの診断能の TAPPでの検証 

奥田将史、東海林 裕、中嶋 昭 他 

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.7 

 

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 TAPP法における工夫とその成績 

星野明弘、中嶋 昭 他 

第 76回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 

 

JHS分類Ⅰ-1を対象とした若年者、女性に対する腹腔鏡下鼠径輪縫縮術 

川村雄大、小郷泰一、佐藤 康 他 

第 76回日本臨床外科学会総会 2014.11.21 

 

診断後 TEP法の理論的優位性の提唱 

東海林 裕、中嶋 昭 他 

第 76回日本臨床外科学会総会 2014.11.21 

 

腹腔鏡下ヘルニア手術の手技と工夫 

浅野大輔、小郷泰一、佐藤 康 他 

第 4回お茶の水ヘルニア研究会 2015.3.7 

 

単孔 TEPでの腹膜損傷時の腹膜前腔の視野の確保法および縫合操作 

東海林 裕、中嶋 昭 他  

第 4回お茶の水ヘルニア研究会 2015.3.7 

 

【講演会・シンポジウム】 

～TAPP初期導入に向けてのポイント～ 

中嶋 昭 

Laparoscopic Inguinal Clinic 2014.6.20 

玉川病院 

ヘルニアセンター 



 

【座長・司会】 

Lap-Hernia 手術手技セミナー 

中嶋 昭 

Lap-Hernia 手術手技セミナー 2014.4.12 

 

 

【学会発表】 

慢性腎不全透析患者の肺癌根治術における周術期管理法に関する検討  

溝渕輝明 

第 114回日本外科学会学術集会 2014.4.3 

 

月経随伴性気胸における術後高い再発の機序 

栗原正利、溝渕輝明、片岡秀之 他 

第 54回日本呼吸器学会学術講演会 2014.4.25 

 

難治性気胸における瘻孔閉鎖方法の検討－経胸腔ドレーンアプローチと経気管支アプローチの比較－ 

江花弘基、栗原正利、芳賀高浩 他 

第 54回日本呼吸器学会学術講演会 2014.4.27 

 

Surveillance Of Bacterial Airway Colonization During General Anesthesia Does Not Predict Postoperative 

Pneumonia In Lung Cancer Patients After Pulmonary Resections: Retrospective Analysis Of Risk Factors 

Teruaki Mizobuchi 

  American Thoracic Society 2014 International Conference  San Diego. 2014.5.19 

 

炭素線治療後再発に対するサルベージ手術 

溝渕輝明 

第 31回日本呼吸器外科学会総会 2014.5.29 

 

片側全肺野を占める巨大肺嚢胞症に対する胸腔鏡下手術 

江花弘基、溝渕輝明、栗原正利 他 

第 31回日本呼吸器外科学会総会 2014.5.29 

 

難治性気胸に対する 50%ブドウ糖による胸腔造影下胸膜癒着（気漏閉鎖）療法（TGP50）の検討 

片岡秀之、栗原正利、江花弘基 他 

第 31回日本呼吸器外科学会総会 2014.5.29 

 

Birt-Hogg- Dubé症候群 152 家系の遺伝子解析および臨床像の検討 

江花弘基、栗原正利、片岡秀之 他 

第 31回日本呼吸器外科学会総会 2014.5.30 

 

気胸研究センター 



右中下葉切除後の肺活量と肺形態の変化に関する研究：改善例と非改善例の比較 

溝渕輝明 

第 31回日本呼吸器外科学会総会 2014.5.30 

 

胸郭子宮内症に対する胸腔鏡手術の盲点 

栗原正利、溝渕輝明、江花弘基 他 

第 31回日本呼吸器外科学会総会 2014.5.30 

 

治療をするも再発防止できない難治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、江花弘基 

第 31回日本呼吸器外科学会総会 2014.5.30 

 

Why does catamenial pneumothorax cause frequent postoperative recurrence? 

Masatoshi Kurihara, Teruaki Mizobuchi, Hideyuki Kataoka 

22th ESTS 2014 2014.6.16 

 

プレナリーセッション  胸郭内子宮内膜症関連気胸と原発性自然気胸を臨床的に鑑別するスコアリングシステムの検討 

芳賀高浩、福岡みずき、江花弘基 他 

第 18回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会 2014.9.5 

 

シンポジウム 低侵襲な気胸手術をめざした工夫 

気胸を繰り返す続発性気胸に対する胸腔鏡下全胸膜カバーリング術 

溝渕輝明、栗原正利、江花弘基 他 

第 18回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会 2014.9.5 

 

気胸を契機に Ehlers-Danlos症候群が疑われた 2例 

大島拓美、溝渕輝明、江花弘基 他 

第 18回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会 2014.9.5 

 

原発性自然気胸手術症例２４４例の検討 

江花弘基、栗原正利、大島拓美 他 

第 18回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会 2014.9.6 

 

胸腔内子宮内症関連気胸の月経周期における発症日に関する検討 

福岡みずき、芳賀高浩、溝渕輝明 他 

第 18回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会 2014.9.6 

 

気胸を繰り返すＢＨＤ症候群に対する下部胸膜 COVERING術 

栗原正利、溝渕輝明、江花弘基 他 

第 67回日本胸部外科学会 2014.10.2 

 

 



治療をするも再発防止できない難治性気胸に対する胸腔鏡下 Total Pleural Covering術 

栗原正利、溝渕輝明、江花弘基 

第 27回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.4 

 

BHD症候群に対し Total Pleural Coveringを施行した１例 

江花弘基、栗原正利、溝渕輝明 他 

第 27回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.4 

 

Efficacy of Contrast Thoracography with fluoroscopy for the spontaneous pneumothorax patients with 

containing air leakage 

Hiroki Ebana, Masatoshi Kurihara, Mizuto Otsuji et al. 

Asian Pacific Society of Respirology(APCR) 2014.11.4 

 

気胸を繰り返す難治性気胸に対する胸腔鏡下全肺胸膜カバーリング術 

溝渕輝明、栗原正利、江花弘基 他 

第 76回日本臨床外科学会総会 2014.11.21 

 

BHD症候群の胸腔鏡診断 

高橋未来、栗原正利、溝渕輝明 

第 152回呼吸器内視鏡関東地方会 2014.12.6 

 

胸腔内子宮内膜症関連気胸における気胸発症日の検討 

芳賀高浩、福岡みずき、江花弘基 他 

第 36回日本エンドメトリオーシス学会 2015.1.25 

 

当研究センターにおける気胸治療の基本理念の実際と専門医合同委員会ＷＧで見えてくること 

栗原正利、溝渕輝明、大島拓美 

第 14回千葉大学呼吸器病態外科学教室例会 2015.2.7 

 

気胸を繰り返す BHD症候群に対する下部胸膜カバーリング術の有効性 

溝渕輝明、栗原正利、大島拓美 

第 14回千葉大学呼吸器病態外科学教室例会 2015.2.7 

 

エーラスダンロス症候群の２例 

大島拓美、栗原正利、溝渕輝明 

第 14回千葉大学呼吸器病態外科学教室例会 2015.2.7 

 

BHD症候群におけるカバーリング術の成績 

溝渕輝明 

第 13回気胸肺嚢胞スタディグループ 2015.2.28 

 

 



月経随伴性気胸における横隔膜のＭＲＩ診断 

福岡みずき 

第 13回気胸肺嚢胞スタディグループ 2015.2.28 

 

【講演会・シンポジウム】 

難治性気胸に対する治療戦略 

栗原正利 

神戸気胸セミナー 2014.6.6 

 

難治性気胸に対する TGF治療の全て 

栗原正利 

北海道呼吸器外科フォーラム 2014.7.12 

 

胸郭内子宮内膜症関連気胸と原発性自然気胸を臨床的に鑑別するスコアリングシステムの検討 

芳賀高浩 

第 2回月経随伴性気胸患者会 2014.9.20 

 

月経随伴性気胸の胸腔鏡手術（動画） 

栗原正利 

第 2回月経随伴性気胸患者会 2014.9.20 

 

難治性気胸の治療戦略 

栗原正利 

茨城気胸嚢胞性肺疾患学研究会 2014.11.7 

 

気胸の病態生理 

栗原正利 

東京呼吸器循環器腎臓リハビリセミナー 2014.11.9 

 

月経随伴性気胸の診断と治療の問題点 

栗原正利 

第 6回 Japan Endometriosis Forum 2014.11.15 

 

気胸の初期治療と最近のトピックス  

栗原正利 

佐賀県肺癌対策医会セミナー佐賀医師会 2014.11.28        

 

【座長・司会】 

一般ビデオ 19気胸・感染症 

栗原正利 

第 31回日本呼吸器外科学会 2014.5.30 

 



パネルディスカッション１単孔式 

栗原正利 

第 18回気胸嚢胞性肺疾患学会 2014.9.5 

 

パネルディスカッション 23たかが気胸されど気胸 

栗原正利 

第 27回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.4 

 

パネルディスカッション 09難治性気胸に対する治療戦略 

栗原正利 

臨床外科学会 2014.11.21 

 

【その他】 

The Best Doctors in Japan 2014-2015    

栗原正利 

Best Doctors INC MA02169USA  ベストドクターズ社日本総代理店（株）法研（マスコミ） 

 

NHK健康番組 100選 きょうの健康 息苦しさは危険信号ＤＶＤ 

栗原正利 

NHKエンタ―プライズ 

 

名医の診察室 難治性気胸でも大丈夫です。治します。 

栗原正利 

東京スポーツ 2014.3.27  

 

 

【学会発表】 

脳卒中片麻痺患者での「歩行アシスト」による歩容変化の検討 ～三次元加速度センサを用いた歩行解析～ 

西村幸子、梅津美奈子、和田義明 他 

第 49回日本理学療法学術大会 2014.5.31 

 

回復期脳卒中後片麻痺患者に対する非病巣側への Continuous Theta Burst Stimulation が麻痺側手関節・母指

運動に与える即時効果について ―運動学的評価を用いた検討― 

松田雅弘、和田義明、平島富美子 他 

第 49回日本理学療法学術大会 2014.5.31 

 

脳卒中後片麻痺患者に対する非病巣側への Continuous Theta Burst Stimulation が麻痺側肩関節運動に与える

影響 ―運動学的評価を用いた cTBS の即時効果・波及効果の検証― 

万治淳史、和田義明、平島富美子 他 

第 49回日本理学療法学術大会 2014.5.31 

 

リハビリテーションセンター 



健常者と変形性股関節症患者における前額面の自覚的身体垂直認知の差異 

白倉まゆみ、和田義明、松原正明 他 

第 49 回日本理学療法学術大会 2014.6.1 

 

脳卒中回復期リハビリテーションにおける cTBS 治療後の定量的検討 

松田雅弘、和田義明、平島富美子 他 

第 51回日本リハビリテーション医学会学術集会 2014.6.6 

 

脳卒中片麻痺患者での「歩行アシスト」による歩容変化の検討～三次元加速度センサを用いた歩行解析～  

西村幸子、和田義明  

第 1回ホンダアシスト研究会 2014.6.8 

 

前交通動脈瘤破裂によるクモ膜下出血治療後の 1例 

野澤美緒、和田義明 他  

Stroke.Rehabilitation-Net Conference  2014.9.10 

 

脳卒中後半側空間無視患者に対する経頭蓋直流電気刺激の効果 －回復期・慢性期患者に関する症例報告－ 

万治淳史、和田義明、平島富美子 他 

第 38回日本高次脳機能障害学会 2014.11.28 

 

回復期から見た心房細動での抗凝固療法の変化 過去９年間（H17−26）当院入院例の検討  

和田義明、平島富美子 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

回復期から見た心房細動での抗凝固療法の変化 過去９年間（H17−26）当院入院例の検討  

和田義明、平島富美子  

STROKE2015 2015.3.28 

 

【講演会・シンポジウム】 

脳卒中について  

和田義明  

ベネッセ地域医療セミナー 2014.7.19 

 

心房細動の最近の話題 

和田義明  

Meet the Experts  2014.10.1 

 

認知症について  

和田義明  

ベネッセ地域医療セミナー 2014.10.11 

 

 



高次脳機能障害について  

和田義明  

三井住友海上火災 研修講演会 2014.11.9 

 

高次脳機能障害の理解  

和田義明  

三井住友海上火災 全国弁護士講演会 2015.1.30 

 

高次脳機能障害とは  

和田義明  

世田谷区ケアマネージャー研修会 2015.2.5 

 

認知症について  

和田義明  

ベネッセ地域医療セミナー 2015.2.14 

 

【座長・司会】 

新ガイドラインをどのように臨床に活用するか？ 東芝病院 高木拓郎先生、昭和大学 朝野 拓先生 

和田義明  

城南地区 Core Member Meeting 2014.5.16 

 

「回復期・維持期の高次脳機能障害者の理解と対応」鵜飼リハビリテ―ション病院 森田 秋子先生 

和田義明  

平成 26年度区西南部高次脳機能講演会 区西南部高次脳機能障害支援普及モデル事業 2014.6.10 

 

「在宅と病院の嚥下診療連携」国際医療センター 藤谷順子先生 

和田義明 

第 10回世田谷区神経疾患研究会 2014.6.11 

 

東京都脳卒中搬送体制の現状 済生会中央病院 高木誠先生  

パネルディスカッション 急性期の脳梗塞治療 

和田義明 

Jonan Stroke Forum 2014.6.27 

 

「認知症の症状と診断」関東中央病院 織茂智之先生 

和田義明  

世田谷認知症研究会 市民講座 2014.7.13 

 

新たな選択肢を得た認知症治療 埼玉精神神経センター 丸木雄一先生 

和田義明 

3rd D3N Conference Denentoshi Dementing Disorder in Neurology 2014.9.4 

 



平成 26年度第 1回区西南部高次脳機能症例検討会  

和田義明  

区西南部高次脳機能障害支援普及モデル事業 2014.9.30 

 

認知症の予防 川崎記念病院 福井俊哉先生 

和田義明  

第 1回世田谷認知症ケア研究会 2014.10.31 

 

「私の脳梗塞～高次脳機能障害を経験した STの記録～」 

神戸大学大学院保健学研究科客員教授・三鷹高次脳機能障害研究所 関 啓子先生 

和田義明  

平成 26年度区西南部高次脳機能講演会 区西南部高次脳機能障害支援普及モデル事業 2014.11.18 

 

平成 26年度第 2回区西南部高次脳機能症例検討会  

和田義明  

区西南部高次脳機能障害支援普及モデル事業 2015.3.17 

 

 

【学会発表】 

Habitual Patella Dislocation operated with Patello-Femoral Joint Arthroplasty and Medial Patello-Femoral 

Ligament Reconstruction. 

渡部直人 他 

第 1回アジア太平洋膝関節鏡・スポーツ医学会議 2014.4.14 

 

Strain diversity of articular cartilage degeneration induced by ovariectomy and forced running in mice. 

山田 淳 他 

Osteoarthritis Research Society International 2014.4.23-27 

 

人工股関節全置換術後の早期歩行活動量と術前因子の検討 

喜古 勇 他 

第 49回日本理学療法学術大会 2014.5.30 

 

The comparison of size of femoral head on clinical outcome. 

Masaaki Matsubara ,Keisuke Nogi,Akimasa Kimura et al.  

第 87回日本整形外科学会学術総会 2014.5.22 

 

Patient-Specific 3D Template To Achieve Accurate Femoral Offset For THA In Developmental Dysplasia 

Akimasa Kimura,Masaaki Matubara,Masanori Kase et al. 

15th EFORT Congress 2014.6.4 

 

 

股関節センター 



Effect Of Highly Cross-Linked And Conventional Polyethylene In Total Hip Arthroplasty 

 For Dysplastic Hip Patients; Minimum 7 Year Prospective Randomized Multicenter Comparison. 

Kazuo Hirakawa,Masaaki Matubara,Hirotsugu Ohashi et al. 

15th EFORT Congress 2014.6.6 

 

スマートフォンを利用した 3D手術支援システムの開発 

小川博之、松原正明 他 

第 1回 Current Issue in Joint Replacement Meeting 2014.8.27 

 

Taperloc stemの設置における検討 

加瀬雅士、松原正明、野木圭介 他 

第 1回 Current Issue in Joint Replacement Meeting 2014.8.27 

 

股関節症を行ったプロ野球選手の 2例 

立石智彦、松原正明 他 

第 40回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 2014.9.12 

 

アナトミカル・セメントレス・ショート ステムの成績（シンポジウム） 

松原正明 

第 63回東日本整形災害外科学会 2014.9.19 

 

相対角度センサーと十字レーザー光を用いた簡易ナビゲーションシステムによる人工股関節カップ設置の試み 

松原正明、野木圭介、木村晶理 他 

第 29回日本整形外科学会基礎学術集会 2014.10.10 

 

変形性股関節症患者における身体軸の検討 

中島直子、千葉哲也、松原正明 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 

 

人工股関節全置換術後の当日離床阻害因子（嘔気、嘔吐）に対する二剤予防併用投与の検証 

西岡之恵、小俣佐緒里、松原正明 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 

 

股関節周囲感染の評価における FDG-PETの有効性の検討 

青木隼人、松原正明、野木圭介 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 

 

人工股関節置換術における Cup設置の指数とは 

木村晶理、松原正明、野木圭介 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 

 

 



THA骨頭径の差による術後可動域 

松原正明、野木圭介、木村晶理 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 

 

人工股関節置換術における総出血量と適正な自己血貯血量の検討 

野木圭介、松原正明、木村晶理 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 

 

当科における KTプレートを用いた人工股関節手術の経験 

奥田直樹、松原正明、野木圭介 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 

 

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、松原正明、野木圭介 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.11.1 

 

Zed Hip を用いた SMF ステムの 3Dテンプレート評価 

渡部直人、松原正明、野木圭介 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.11.1 

 

人工股関節全置換術後早期の歩数と身体機能 

喜古 勇、千葉哲也、松原正明 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.11.1 

 

THA施行時の当院における femoral-offset再現の試み 

山田 淳、松原正明、野木圭介 他 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.11.1 

 

Effectiveness of FDG PET for hip infection 

青木隼人 他 

第 93回東京医科歯科大学整形外科集談会 2014.12.23 

 

片側 THAにおける自己血貯血量の検討 

野木圭介 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27-28 

 

外転拘縮に対する人工股関節置換術 

木村晶理 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27-28 

 

 

 



THA施行時におけるドレーン留置の有無が大腿周径とリハビリに与える影響について 

山田 淳 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27-928 

 

初回人工股関節全置換術における自己血貯血量予測 

松原正明 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27－28 

 

当院における interTAN Nail を用いた若年者における大腿骨頚部骨折の治療経験 

渡部直人 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27－28 

 

TRJ stemを用いた大腿骨人工骨頭置換術の短期成績〜 SL-PLUS MIA stem との比較〜 

青木隼人 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27－28 

 

骨盤傾斜と大腿骨肢位が shenton線に与える影響 

加瀬雅士 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27－28 

 

創閉鎖デバイス（Zipサージカルスキンクロージャー）の使用経験 

加瀬雅士 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27－28 

 

3次元臼蓋側簡易術中デバイスHip COMPASS と TARGET併用の有用性 

来田太平、松原正明 他 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.27－28 

 

【講演会・シンポジウム】 

THAにおけるインプラントの機種選択とピットフォール(教育講演) 

松原正明 

第 1回茨城股関節研究会 2014.4.19 

 

Acetabular revision with using Kerboull plate and reconstruction plate for post-traumatic pelvic 

discontinuity 

松原正明 

Zimmer Revision Conference (NZ.USA) 2014.4.28-5.1 

 

人工股関節置換術における最近の成果と問題点－リウマチ性疾患を含めた整形外科治療－(日本整形外科学会教育研

修講演) 

松原正明 

東入間整形外科医会講演会 2014.7.16 



 

見落としやすい股関節疾患のピットフォール（リウマチ疾患を含めて）(日本整形外科学会教育研修講演) 

松原正明 

第 2回愛媛リウマチ関節外科を語る会 2014.7.19 

 

新しい人工股関節 stemの問題点と解決法 

松原正明 

ベルリン、シャリテ大学人工股関節検討会 2014.7.29 

 

大腿骨近部骨折における治療方針（ハンズオンセミナー） 

野木圭介 

第 63回東日本整形災害外科学会 2014.9.20 

 

THAの歴史と変遷・インプラントデザイン(教育研修講演) 

松原正明 

第 5回 Zimmer Hip Expert Camp 2014.9.27-28 

 

術前計画とインプラント設置コンセプト(教育研修講演) 

松原正明 

第 5回 Zimmer Hip Expert Camp 2014.9.27－28 

 

脱臼・骨盤前後傾・機能的脚長差（教育研修講演） 

松原正明 

第 5回 Zimmer Hip Expert Camp 2014.9.27-28 

 

患者満足度向上のためのインフォームドコンセント（教育研修講演） 

松原正明 

第 5回 Zimmer Hip Expert Camp 2014.9.27-28 

 

股関節痛と股関節部痛 (日本整形外科学会教育研修講演) 

松原正明 

第 2回川越骨関節を語る会 2014.10.1 

 

THA surgical techniques and clinical results 

松原正明 

2014 MicroPort Orthopedics Japan Hip & Knee Local Seminar 2014.10.4 

 

関節疾患とその治療(教育研修講演) 

松原正明 

日本運動器看護学会育成講座 2014.10.18 

 

 



変形性股関節症の基礎・治療・疼痛管理 

松原正明 

ファイザー製薬社内講演会 2014.11.12 

 

見逃しやすい股関節疾患のピットフォール(日本整形外科学会教育研修講演) 

松原正明 

第 9回 西多摩整形外科医会 2014.11.27 

 

The merit of modified Watson-Johnes' approach in total hip arthroplasty 

松原正明 

2015 ICJR Hip JAPAN 2015.1.17 

 

股関節手術における骨管理と薬物治療 

松原正明 

第 66回東京股関節研究会 2015.1.23 

 

人工股関節再置換術における well-fixedセメントレスステムに対する対処(日本整形外科学会教育研修講演) 

松原正明 

第 45回日本人工関節学会 2015.2.28 

 

我々の行っているmodified Watson-Jones approach、その手技と問題点(教育研修講演) 

松原正明 

第 5回ドール手術手技研究会 2015.3.28 

 

【その他】 

股関節唇ならびに股関節軟骨損傷(メディア出演) 

松原正明 

テレビ朝日 グッドモーニング 2014.6.23 

 

 

【学会発表】 

Temporal trend for improvement of carotid atherosclerosis in incident dialysis patients 

over the past decade 

  Takasuke Asakawa, Toshihide Hayashi, Yoshihiko Imamura et al. 

51st ERA-EDTA CONGRESS 2014.6.1 

 

保存期 CKDチーム指導の有効性評価 

今村吉彦、高橋康訓、岩本正照 他 

第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.13 

 

 

透析センター 



個人用 RO装置の熱水・薬液消毒併用による水質管理の経験 

佐藤佑介、鈴木 修、今村吉彦 他 

第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.13 

 

末期腎臓病患者における頸動脈硬化の経年変化 

浅川貴介、林 俊秀、今村吉彦 他 

第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.13 

 

On-line HDFの置換液流量が測定血液量・脱血圧へ与える影響 

鈴木 修、佐藤佑介、今村吉彦 他 

  第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.14 

 

インクリメンタル PDによる透析導入の効果 

中村理恵、糸数友恵、今村吉彦 他 

第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.15 

 

透析中の体位が血中酸素分圧に与える影響 

高橋真理子、常喜信彦、今村吉彦 他 

  第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.15 

 

腹膜透析導入における臨床工学技士の新たな役割 

佐々木 渉、平野里沙、今村吉彦 他 

第 20回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2014.9.6 

 

左不全麻痺のある患者へ補助具を使用し腹膜透析を導入した１例 

中村理恵、糸数友恵、今村吉彦 他 

第 20回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2014.9.6 

 

CKDチーム医療における薬剤師の役割～保存期から透析期まで～ 

榎木瑞穂、小河原由佳、竹場和代 他 

第 8回日本 CKDチーム医療研究会 2014.10.18 

 

当院における保存期 CKDチーム指導の効果 

今村吉彦、高橋康訓、岩本正照 他 

  第 8回日本 CKDチーム医療研究会 2014.10.18 

 

臨床工学技士の新たな腹膜透析関連業務 

佐々木 渉、平野里沙、今村吉彦 他 

  第 16回玉川・駒沢透析懇話会 2014.11.22 

 

 

 



臨床工学技士による APD外来導入時指導 

 佐々木 渉、高橋真理子、今村吉彦 他 

 日本医工学治療学会 第 31回学術大会 2015.3.28 

 

【講演会・シンポジウム】 

新たな国民病！慢性腎臓病（CKD）の概念と対策 

今村吉彦 

第 1回世田谷薬薬連携研修会 2014.6.19 

 

【座長・司会】 

特別講演  

今村吉彦 

第 4回血液浄化心不全治療研究会 2014.7.13 

 

 

【学会発表】 

Long term Pemetrexed adminstration for advanced non-small cell lung cancer in our hospital.  

福岡みずき、芳賀高浩、森田瑞生 他 

第 54回日本呼吸器学会総会 2014.4.26 

 

Tiotropium使用中の COPD患者における indacaterolの上乗せ効果の前向き研究.  

芳賀高浩、福岡みずき、森田瑞生 他  

第 54回日本呼吸器学会総会 2014.4.26 

 

特発性肺線維症との鑑別を要した鳥関連慢性過敏性肺炎の 1剖検例.  

田坂有理、芳賀高浩、福岡みずき 他  

第 209回日本呼吸器学会関東地方会 2014.5.24 

 

清心蓮子飲による薬剤性肺炎の 1例.  

芳賀高浩、田坂有理、福岡みずき 他 

第 209回日本呼吸器学会関東地方会 2014.5.24 

 

非乳糜様乳糜胸水を合併した肺癌の 1例  

高橋未来、長 晃平、森田瑞生 

第 1回城南呼吸器疾患研究会 2014.7.4 

 

COPD患者における身体活動計を用いた活動量の定量について  

石井麻衣子、長 晃平、芳賀高浩、他  

日本呼吸ケアリハビリテーション学会総会、2014.10.24-25 

 

 

呼吸器内科 



 

レジオネラ肺炎の 1例.  

芳賀高浩、福岡みずき、森田瑞生 他 

第 14回呼吸器内科例会 2015.1.10 

 

慢性咳嗽を主訴とした夏型過敏性肺臓炎の 1例  

小松洋介、長 晃平、森田瑞生 他  

第 613回日本内科学会関東地方会 2015.3.14 

 

【講演会・シンポジウム】 

包括的呼吸リハビリテーションについて  

長 晃平  

玉川呼吸器リハビリ教室 2014.10.26 

 

呼吸器クリニカルパスについて  

森田瑞生  

玉川呼吸器リハビリ教室 2014.11.2 

 

呼吸器と身体活動  

長 晃平  

ベネッセ地域医療セミナー 2015.1.31 

 

 

【学会発表】 

IMTの肥厚と求心性肥大の有無は透析患者の心血管死の予測に有用である 

吉川尚男、相川 丞 他 

第 59回日本透析医学会 2014.6.13 

 

Temporal endothelial dysfunction due to noctural hypoxemia induce may be preventable by statin treatment. 

H. Itaya, J. Aikawa, T. Saito, et al.  

European Society of Cardiology Congress, Barcelona, 2014.9.1 

 

Characterization of in-stent neointimal tissue components following drug-eluting stent implantation 

according to the phase of restenosis using a 40-MHz intravascular ultrasound imaging system. 

T. Araki, M. Tokue, Y. Nagashima, et al. 

European Society of Cardiology Congress, Barcelona, 2014.9.1 

 

Prediction of clinical limb ischemia incidence in hemodialysis patients with peripheral artery disease. 

H. Yoshikawa, J. Aikawa, et al. 

European Society of Cardiology Congress, Barcelona, 2014.9.1 

 

循環器内科 



直接トロンビン阻害剤の中止後、心原性塞栓症を起こした 1例  

渡邉真規、荒木 正、板谷英毅 他 

第 608回日本内科学会関東地方会 2014.9.13 

 

整形外科手術後臥床に伴う下肢静脈血栓発症率および血栓形成に関与する因子についての検討 

吉川尚男、中西真規、石井一之 他 

第 62回日本心臓病学会学術集会 2014.9.28 

 

【講演会・シンポジウム】 

直接トロンビン阻害剤中止後心原性塞栓を起こした一例 

中西真規、吉川尚男、板谷英毅 他 

第 10回区西南部循環器症例カンファレンス 2014.4.23 

 

高血圧治療ガイドライン 2014に基づく糖尿病患者の血圧管理について 

相川 丞 

平成 26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) 2014.7.13 

 

病診連携により早期治療が完結した急性心不全の 1例 

荒木 正、中西真規、板谷英毅 他 

第 6回玉川メタボリック研究会 2014.9.11 

 

心臓病のはなし～心筋梗塞の予防から最新の治療まで～ 

相川 丞 

ベネッセ地域医療セミナー 2014.11.8 

 

玉川病院におけるビソノテープの使用経験 

荒木 正 

第 2回 Tamagawa Evening Conference  2015.2.3 

 

循環器医療周辺の睡眠医療について 

板谷英毅 

第 4回世田谷循環器カンファレンス 2015.2.16 

 

DVTに下大静脈フィルターを留置した 1例 

小松洋介、渡邉真規、荒木 正 他 

第 4回世田谷循環器カンファレンス 2015.2.16 

 

【座長・司会】 

重篤な出血性合併症のためワルファリンをアピキサバンに変更した超高齢者の一例 

直接トロンビン阻害剤の中止後心原性塞栓を起こした一例 

相川 丞  

第 10回区西南部循環器症例カンファレンス 2014.4.23 



 

運動療法 糖尿病・メタボリックシンドロームと禁煙について 

相川 丞  

東京都医師会糖尿病予防推進医講習会(基礎編) 2014.11.16 

 

玉川病院におけるビソノテープの使用経験 わが国と東邦大学における医学教育の流れ 

相川 丞  

第 2回 Tamagawa Evening Conference  2015.2.3 

 

 

【学会発表】 

市販の漢方薬が原因と考えられた薬剤性肝障害の 1例 

永嶋裕司、吉本憲介、鴫山文子 他  

日本消化器病学会関東地方会第 331回支部例会 2014.9.20 

 

内視鏡下胃瘻造設術後に横行結腸が腹壁と胃壁の間隙に嵌入し腸閉塞を来した一例 

永嶋裕司、吉本憲介、鴫山文子 他 

第 99回日本消化器内視鏡学会関東地方会 2014.12.6 

 

日本国内の集団食中毒による腸チフスの 1例 

三浦富宏、永嶋裕司、鴫山文子 他 

第 613回日本内科学会関東地方会 2015.3.14 

 

【座長・司会】 

一般演題 ポスター25 その他（2） 

三浦富宏  

第 50回日本胆道学会学術集会 2014.9.26 

 

一般演題 大腸 1  

鴫山文子  

第 99回日本消化器内視鏡学会関東地方会 2014.12.6  

 

 

【講演会・シンポジウム】 

SGLT-2阻害薬への期待 どのような症例に投与するのか？ 

岩本正照 

世田谷薬剤師会保険薬局部会 6月度（第 96回）勉強会 2014.6.26 

 

 

 

消化器内科 

糖尿病科 



糖尿病と生活 

岩本正照 

ベネッセ地域医療セミナー 2014.12.20 

 

 

【学会発表】 

急性に失語、右同名半盲をきたし、CT perfusionが診断、治療に有用だった非痙攣性てんかん重積の一例 

丸岡浩之、久保寺隆行、平島富美子 他 

第 212回日本神経学会関東・甲信越地方会 2015.3.14 

 

【講演会・シンポジウム】 

高年齢発症てんかんの診断と治療 

久保寺隆行 

ベネッセ地域医療セミナー 2014.2.21 

 

 

【学会発表】 

頸部食道癌に対する喉頭温存手術―どこまで声を残せるか？ 

小郷泰一 

第 114回日本外科学会定期学術集会 2014.4.4 

 

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術ＴＡＰＰ法における手技の定型化と困難症例の検討 

星野明弘、中嶋 昭、馬場俊一 他 

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.6 

 

腹腔鏡手術の創意工夫-若年症例に対する腹腔鏡下内鼠径輪縫縮術 

星野明弘、中嶋 昭、佐藤 康 他 

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.6 

 

鼠径ヘルニア嵌頓症例に対する腹腔鏡下手術の検討 

川村雄大、中嶋 昭、佐藤 康 他 

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.6 

 

特殊な症例に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術ＴＡＰＰ法の実際  

星野明弘、中嶋 昭、馬場峻一 他 

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.7 

 

腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニアの工夫-ラパヘルクロージャーを用いた全層固定  

星野明弘、中嶋 昭、馬場峻一 他 

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.7 

脳神経内科 

外科 



 

ＴＡＰＰにおける合理性と安全性の追求 

齋藤賢將、中嶋 昭、佐藤 康 他 

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.7 

 

T4 食道癌に対するサルベージ手術  

小郷泰一 他 

第 68回日本食道学会学術集会 2014.7.3 

 

機能ネットワークからみた乳癌予測因子の探索 

大石陽子、黒田 一、川村雄大 他 

第 22回日本乳癌学会学術総会 2014.7.11 

 

頸部食道癌に対するサルベージ手術の現状と可能性 

小郷泰一、中島康晃、川田研郎 他 

第 69回日本消化器外科学会総会 2014.7.16 

 

USEFULNESS OF THE OROPHARYNGEAL INVERSION METHOD BY MEANS OF TRANS NASAL 

ENDOSCOPY 

Taichi Ogou et al. 

5th world Congress of IFHNOS & Annual Meeting of the AHNS 2014.7.26～7.30 

 

当科における高度炎症急性虫垂炎に対する腹腔鏡手術の工夫～遺残膿瘍減少を目指して 

小郷泰一、川村雄大、野谷啓之 他 

第 76回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 

 

呼吸不全を伴う食道裂孔ヘルニア嵌頓に対し，腹腔鏡下に整復術を施行した高齢者の１例 

足立未央、小郷泰一、川村雄大 他 

第 76回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 

 

Tumescent mastectomy technique を用いた切開創を小さく、かつ整容性を考慮した温存手術の工夫 

大石陽子、川村雄大、小郷泰一 他 

第 76回日本臨床外科学会総会 2014.11.22 

 

膵頭十二指腸切除術後の在院期間を短縮するための周術期管理の工夫  

川村 徹、足立未央、川村雄大 他 

第 76回日本臨床外科学会総会 2014.11.22 

 

腸重積で発症した回腸びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫の一例 

大島拓美、小松洋介、雨宮未季 他 

第 835回外科集談会 2014.12.6 

 



【講演会・シンポジウム】 

胃がんの診療と最新の治療 

川村 徹  

病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する-胃がん- 2014.6.29、7.27 

 

女性とがん 

大石陽子 

ベネッセ地域医療セミナー 2014.11.29 

 

【座長・司会】 

ランチョンセミナー 

中嶋 昭  

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.6 

 

一般演題 

川村 徹  

第 12回日本ヘルニア学会学術集会 2014.6.7 

 

 

【講演会・シンポジウム】 

高齢者と眼の病気 

二神 創 

ベネッセ地域医療セミナー 2014.9.2７ 

 

 

【学会発表】 

かゆみを伴う尋常性乾癬に対するアレロックの臨床効果 

岩渕千雅子 

 

第 42回城南皮膚臨床勉強会 2014 .6.26 

 

発疹，関節・筋肉痛を伴った発熱性疾患 

根岸亜津佐 

第 42回城南皮膚臨床勉強会 2014 .6.26 

 

偽リンパ腫様外観を呈した右鼻翼部無色素性基底細胞癌の１例 

根岸亜津佐 

第 12回東邦デルマ談話会 2014.6.28 

 

 

眼科 

皮膚科 



インドネシア（バリ島）で感染したチクングニア熱の１例 

根岸亜津佐，岩渕千雅子 他 

第 855回日本皮膚科学会東京地方会 2014.7.12 

 

足内側縁に生じた単発性肥満細胞腫の１例 

根岸亜津佐 他 

第 41回皮膚かたち研究学会学術大会 2014.7.27 

 

左側腹部に生じた syringomatous carcinomaの１例 

根岸亜津佐，岩渕千雅子 

第 857回日本皮膚科学会東京地方会 2014.11.15 

 

ステロイドパルス後に発症した角化型疥癬と院内発症例 

根岸亜津佐，岩渕千雅子 

第 859回日本皮膚科学会東京地方会 2015.1.17 

 

皮膚病変からみた BHD研究 

岩渕千雅子 

第 13回気胸・肺のう胞スタディグループ研究会 2015.2.28 

 

通常疥癬に対してイベルメクチン治療後に増悪した皮疹 

根岸亜津佐 

第 43回城南皮膚臨床勉強会 2015.3.19 

 

【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」  2014.5.1 

 

乾癬の病態と治療 

岩渕千雅子 

ヤンセン社内勉強会 2014.8.28 

 

内科医に知っておいてほしい皮膚病変 

岩渕千雅子 

第 15回区西南部総合診療・感染症研究会 2015.2.5 

 

 

 

 

 

 



 

【学会発表】 

尿路感染症から分離された大腸菌に対するキノロン薬（LVFX）感受性の推移 

小林 剛、田中将樹、五十嵐一真 

第 616回日本泌尿器科学会東京地方会 2014.12.11 

 

当院における GreenLight HPSによる光選択的前立腺蒸散術（PVP）の初期経験 

田中将樹、小林 剛、五十嵐一真 

第 617回日本泌尿器科学会東京地方会 2015.2.12 

 

 

【学会発表】 

経皮経肝的肺腫瘍生検を行った 1例 

吉田慶之  

第 43回日本 IVR学会総会 2014.5.16 

 

 

【学会発表】 

輸液ポンプ関連のインシデント減少に向けた取り組み 

河南 晋、嘉茂すみ代 

第 16回日本医療マネジメント学会学術総会 2014.6.13～14 

 

術後訪問カンファレンス導入前後のスタッフへのアンケート調査 

大池由紀子、浅野博子 

第 25回日本手術看護学会関東甲信越地区 2014.6.14  

 

インクリメンタル PDによる透析導入の効果 

中村理恵、藤井沙織、今村吉彦 他 

第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.15 

 

ラダー研修受講の社会人基礎力向上効果について 

嘉茂すみ代、高橋由美子 

第 64回日本病院学会 2014.7.3～4  

 

インターンシップの改善活動に伴う看護師の役割認識の変化 

澁谷喜代美 

日本看護管理学会学術集会 2014.8.29～30  

 

 

泌尿器科 

放射線科 

看護部 



左不全麻痺のある患者への補助具を使用し腹膜透析を導入した 1例 

中村理恵、藤井沙織、今村吉彦 他 

第 20回日本腹膜透析学会学術集会・総会 2014.9.6 

 

新人看護師の社会人基礎力の育成 

嘉茂すみ代 

第 52回日本医療・病院管理学会 学術総会 2014.9.13～14 

 

院内 IVナース認定と認定後の実態・継続教育の必要性 

原賀由美子 

第 52回日本医療・病院管理学会 学術総会 2014.9.13～14 

 

人工股関節全置換術後の当日離床阻害因子に対する２剤予防併用投与の検証 

西岡之恵、小俣佐緒里 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 

 

病院で働く介護福祉士の育成 

信上まり子、吉川奈津希 

回復期リハビリテーション病棟協会 2015.2.27～28 

 

新卒看護師が重視する社会人基礎力と改善すべき基礎力の相関関係の検証 

嘉茂すみ代 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

院内 IVナース認定と認定後の実態、継続教育の必要性 

原賀由美子 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

転院気胸患者に関する ADL(active daily life)向上の検討 

平田佳苗、鬼塚亜希子、坂門直美 他 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

地域包括ケア時代の病院の選択 

藤原美佐江、福島玲美、信上まり子 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

要望書作りと政策立案の当事者への交渉を通して見えた課題 

三島典子 

第 29回日本助産学会学術集会 2015.3.28～29 

 

 

 



【講演会・シンポジウム】 

当院における腎代替療法選択指導 

中村理恵 

CKD-PD地域連携セミナー 2014.5.27 

 

看護の経営参画で病院はこう変わる ～人材育成と業務管理に活かすクリニカルラダー～ 

嘉茂すみ代 

公私病連主催 第 26回看護管理セミナー 2014.9.26 

 

地域包括ケア病棟運営について 

嘉茂すみ代 

世田谷区看護部長会 ジャスミン会 2014.11.21 

 

地域包括ケア病棟開設 6か月後の課題 

信上まり子 

全国病院経営管理学会 看護業務委員会集団会  2015.1.9 

 

【座長・司会】 

一般演題座長 

三島典子  

第 29回日本助産学会学術集会（子育て支援） 2015.3.28 

 

 

【学会発表】 

中等度催吐性リスク抗がん薬に対する制吐療法の現状報告と課題 

小倉敬史、島田朋弥、高瀬槙子 

第 6回日本がん薬剤学会学術大会 2014.5.18 

 

近隣 7病院における冠動脈血管造影検査入院パスの比較検討 

中島優子、榎木瑞穂、小河原由佳 

第 24回日本医療薬学会年会 2014.9.27～28 

 

外来経口抗がん剤服用患者への診察前薬剤師面談の取り組み 

小倉敬史 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

【講演会・シンポジウム】 

慢性腎臓病（CKD）：薬剤師の関わり 

榎木瑞穂 

第 1回世田谷薬薬連携研修会 2014.6.19 

 

薬剤科 



病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する－胃がん－ 

小倉敬史 

公益財団法人薬剤師研修センター主催 

一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会後援 2014.6.29、2014.7.27 

 

胃がんとがん薬物療法の実践のポイント 

小倉敬史 

日本臨床腫瘍薬学会スタートアップセミナー2014 2014.7.5 

 

玉川病院におけるビソノテープ®の使用状況について 

榎木瑞穂 

第 8回 JPHC 2015.2.10 

 

くすりについて 

松本雄介 

看護復職支援講習会（玉川病院）（3回/年） 

 

【座長・司会】 

JR東京総合病院における新規抗凝固薬の使用状況 

榎木瑞穂 

第 6回 JPHC 2014.6.6 

 

眼構造・機能と眼疾患講演会.白内障模擬研修会 

松本雄介 

東京都病院薬剤師会中小病院実務研究会 2014.6.14 

 

SGLT2阻害薬の使用経験を含めた糖尿病治療の今後の展望 

松本雄介 

東京都病院薬剤師会城南・島しょ支部勉強会 2014.9.18 

 

知って得する！薬剤師の病棟業務はじめの一歩：経腸栄養管理の実際 

松本雄介 

東京都病院薬剤師会中小病院実務研究会 2015.2.28 

 

薬事法、薬剤師法の改正の本当の意味と服薬指導、経過観察との関わりについて 

松本雄介 

城南薬剤師セミナー 2015.3.11 

 

【その他】 

実習講師 

松本雄介 

東京都委託事業「薬局・薬剤師在宅支援促進事業」無菌調製技能習得研修会 2015.3.15 



 

【学会発表】 

両側乳腺腫瘤の一例 

尾脇小百合、大石陽子 

BREAST IMAGING-Setagaya 2015.2.5 

 

【講演会・シンポジウム】 

性感染症予防啓発 

 飛知和澄子 

 STI予防教室 2014.9.4 

 

 

【学会発表】 

脳卒中片麻痺患者での「歩行アシスト」による歩容変化の検討 －三次元加速度センサを用いた歩行解析－  

廣瀬幸子 

第 49回日本理学療法学術大会 2014.5.30 

 

人工股関節全置換術後の早期歩行活動量と術前因子の検討 

喜古 勇    

第 49回日本理学療法学術大会 2014.5.31 

 

脳卒中片麻痺患者での「歩行アシスト」による歩容変化の検討 －三次元加速度センサを用いた歩行解析－ 

廣瀬幸子   

歩行リハビリテーション研究会 Honda「歩行アシスト」症例発表会 2014.6.8 

 

急性期整形外科患者に対しての集団活動の経験 

酒匂啓輔 

第 64回日本病院学会 2014.7.4 

 

脳卒中片麻痺患者での「歩行アシスト」による歩容変化の検討－三次元加速度センサを用いた歩行解析－  

廣瀬幸子 

The 14th Annual Conference and Education  of  KSPTA 2014.10.19 

 

入院中の呼吸器疾患患者の活動時間と ADLについて 

梅津美奈子  

第 24回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 2014.10.24-25 

 

COPDにおける身体活動量計による身体活動の定量 

石井麻衣子  

第 24回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 2014.10.24-25 

臨床検査科 

リハビリテーション科 



 

変形性股関節症患者における身体軸の検討 

中島直子   

第 41回日本股関節学会 2014.10.30 

 

人工股関節全置換術後患者と歩数と身体機能 

喜古 勇    

第 41回日本股関節学会 2014.10.31 

 

当科における地域包括ケア病棟への取り組みと現状 

五十嵐麻子、千葉哲也、田尻淑恵 他 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

【講演会・シンポジウム】 

在宅での呼吸リハ 

千葉哲也   

訪問リハ講習会 2014.05.18 

 

26改定解釈 

千葉哲也   

東京都士会診療報酬勉強会 2014.06.26 

 

在宅での呼吸リハ 

千葉哲也   

訪問リハ講習会 2014.06.29 

 

大都市における PTの役割   

千葉哲也   

東京都士会学術集会 2014.07.05-06 

 

在宅での呼吸リハ 

千葉哲也   

島根県士会 2014.07.19-20 

 

在宅での呼吸リハ 

千葉哲也   

北海道イムス士会 2014.07.26-27 

 

在宅での呼吸リハ 

千葉哲也 

東京都ナースプラザ 2014.09.09 

 



簡単呼吸リハ 

千葉哲也 

西多摩支援センター 2014.09.11 

 

ALSについて（症例検討） 

千葉哲也   

川崎呼吸ケアリハネット  2014.09.20 

 

誤嚥性肺炎の予防 

千葉哲也   

船橋リハ  2014.09.25 

 

地域包括支援病棟 

千葉哲也 

衛生同窓会地域包括  2014.09.28 

 

THA後のリハ 

千葉哲也   

股関節学会  2014.10.31-11.02 

 

気胸のリハビリテーション 

千葉哲也   

東京呼吸循環リハセミナー 2014.11.09 

 

在宅での呼吸リハ 

千葉哲也   

訪問認定研修  2014.11.16 

 

臨床実習に向け 

千葉哲也   

衛生学園  2014.11.19 

 

在宅での呼吸リハ 

千葉哲也   

東京訪問リハ  2014.12.04 

 

ALSについて（症例検討） 

千葉哲也   

成城内科  2015.01.22 

 

 

 



間質性肺炎のリハ 

千葉哲也   

川崎呼吸リハケアネット  2015.2.22 

 

高次脳機能障害者とその家族の支援について 

松本容子   

高次支援センター症例検討会  2015.3.17 

 

【座長・司会】 

一般演題（リハ）16：術後機能 6 

千葉哲也 

第 41回日本股関節学会学術集会 2014.11.1 

 

一般演題 

五十嵐麻子 

区西南部西部ブロック学会 2014.11.15 

 

【その他】 

リハビリテーション隣接領域（作業療法） 

松本容子 

東都リハビリテーション学院  2014.12.8  2014.12.15 

 

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）  

福井宏子  

東都リハビリテーション学院  2014.12.16 

 

 

【学会発表】 

銀イオンを配合した呼吸回路の消臭効果 

遠藤愛美、相良 文、井上博満 他 

第 24回日本臨床工学会 2014.5.10 

 

個人用 RO装置の熱水・薬液消毒併用による水質管理の経験 

佐藤佑介、井上博満、今村吉彦 他 

第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.13 

 

輸液ポンプ関連のインシデント減少に向けた取り組み 

井上博満、河南 晋、追分けい子 他 

第 16回日本医療マネジメント学会学術総会 2014.6.14 

 

 

臨床工学科 



On-line HDFの置換液流量が測定血流量・脱血圧へ与える影響 

鈴木 修、井上博満、今村吉彦 他 

第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.14 

 

透析中の体位が血中酸素分圧に与える影響 

高橋真理子、井上博満、今村吉彦 他 

第 59回日本透析医学会学術集会・総会 2014.6.15 

 

ME勉強会形式の変更による医療スタッフの変化 

井上博満、元良俊太、追分けい子 他 

第 64回日本病院学会 2014.7.3 

 

当院における臨床工学技士の手術室業務 

元良俊太、井上博満 

第 64回日本病院学会 2014.7.4 

 

銀イオン回路の使用による呼気臭気レベルの変化 

相良 文、遠藤愛美、井上博満 他 

第 36回日本呼吸療法医学会学術総会 2014.7.19 

 

腹膜透析導入における臨床工学技士の新たな役割 

佐々木 渉、井上博満、今村吉彦 他 

第 20回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2014.9.6 

 

油脂による自己血回収装置回路への影響 

元良俊太、井上博満、松原正明 他 

公益財団法人日産厚生会 第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

臨床工学技士による APD外来導入時指導 

佐々木 渉、井上博満、今村吉彦 他 

日本医工学治療学会第 31回学術大会 2015.3.28 

 

【講演会・シンポジウム】 

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 26年度医療機器安全基礎講習会 2014.7.12、27 

 

手術室・集中治療室で使用するME機器 

井上博満 

エア・ウォーター防災 教育セミナー 2014.8.5、9.20 

 

 



酸素療法 

井上博満、相良 文 

Telefrex 社内講演会 2014.9.18 

 

Japan medical equipment Maintenance technique and guidelines 

Hiromitsu Inoue 

Indo-Japanese Information Exchange-Dialysis treatment and Maternal and Child care 2014.10.31 

 

人工呼吸器装着時の肺の状態 

遠藤愛美 

第 3回東京呼吸循環腎臓リハビリセミナー 2014.11.9 

 

臨床工学技士について 

遠藤愛美 

読売理工福祉専門学校 オープンキャンパス 2014.12.14 

 

【座長・司会】 

一般演題 医療安全 14 

井上博満 

第 16回日本医療マネジメント学会学術総会 2014.6.13 

 

共催セミナー 酸素療法 基本からみなおしませんか？ 

 井上博満 

 第 8回東京呼吸療法セミナー 2014.10.19 

 

シンポジウム 在宅分野で活躍する CE～現状の活動状況と今後の課題～ 

 井上博満 

 第 5回関東臨床工学会 2014.11.9 

 

肺の健康 ～肺の元気度 気にしていますか～ 

井上博満 

東京都臨床工学技士会 第 11回都民公開講座 2015.2.1 

 

 

地域連携室 

【学会発表】 

登録医制度の導入と今後の課題～紹介患者のスムーズな受け入れを目指して～ 

船橋達也、木村優子、工藤将充 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

 

連携支援センター 



医療相談室 

【講演会・シンポジウム】 

介護医療の現状と今後の展望について 

額川啓子 

梅丘まちづくりセンター講演会 2014.12.2 

 

医療の現場から 

菊池真寿美 

虐待・権利擁護部会シンポジウム 2015.3.19 

 

 

【講演会・シンポジウム】 

訪問看護における終末期の関わりと看取りの現状 

松岡千鶴子 

第８回城西緩和医療研究会 2015.3.28 

 

 

【講演会・シンポジウム】 

気管支喘息に合併する遷延性肺炎―器質化肺炎（ＯＰ）－ 

小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2014.5.16 

 

縦隔陰影―胸腺関連疾患― 

小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2014.7.18 

 

急速に進行する重症肺炎―レジオネラ肺炎― 

小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2014.9.19 

 

心血管異常―右大動脈弓― 

小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2015.2.20 

 

当クリニックにおける禁煙外来の現状 

佐々木優子、今中智湖 他 

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

 

 

訪問看護ステーション 

玉川クリニック 



【座長・司会】 

ストレスに気づいて「セルフケア―」 

小澤志朗 

第 39回玉川高島屋健康管理セミナー 2014.9.12 

 

 

 

 

【学会発表】 

耳鼻咽喉科における病診連携の重要さについて  

佐久間文子  

公益財団法人日産厚生会第 1回医学フォーラム 2015.3.26 

 

【講演会・シンポジウム】 

健康のためのヒント①  

松本古奈木 

日油川崎事業所 新人研修 2014.4.17 

 

健康のためのヒント②  

松本古奈木  

日油川崎事業所 新人研修 2014.4.25 

 

過重労働による健康障害の予防と対策  

青山 弘  

DTS東京本社 健康セミナー 2014.4.25 

 

メタボリックシンドロームの予防と対策  

青山 弘  

テプコカスタマーサービス 健康セミナー 2014.6.19 

 

健康診断で分かること  

松本古奈木  

日本マリン 健康講演会 2014.8.25 

 

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  

農畜産業振興機構 健康講演会 2014.9.9 

 

健康のためのヒント  

松本古奈木  

昭和電工ｶﾞｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ川崎工場 健康講演会 2014.10.9 

 

日産厚生会診療所 



健診データの読み方  

青山 弘  

共栄火災 健康セミナー 214.10.30 

 

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 2014.11.5 

 

職場における健康管理  

青山 弘  

川崎近海汽船 健康セミナー 2014.11.17 

 

体と心のメンテナンス  

松本古奈木  

昭和電工ｶﾞｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ本社 健康講演会 2014.11.27 

 

職場における健康管理対策について  

青山 弘  

ネオファースト生命 健康セミナー 2015.2.9 

 

職場におけるメンタルヘルス対策  

青山 弘  

東邦物産 健康セミナー 2015.2.25  

 

 

 

 

 

【学会発表】 

健診データにおける糖代謝が脂質に及ぼす影響の検討 

佐々木憲裕                                            

第 57回糖尿病学会学術年次学術集会 2014.5.23 

 

健診受診者における頸動脈内中膜厚(IMT)と心臓足首血管指数（CAVI）との関連性の検討 

佐々木憲裕 

公益財団法人日産厚生会第１回医学フォーラム 2015.3.26 

 

【講演会・シンポジウム】 

Glucose Transporters and Diabetes (レクチャー) 

佐々木憲裕 

アステラス製薬 2014.4.7  

佐倉厚生園病院 

糖尿病代謝内科 



 

グルコース・トランスポーターと糖尿病 (レクチャー) 

佐々木憲裕 

興和創薬株式会社 2014.4.9   

 

当院の糖尿病治療状況：高齢者の低血糖症状について －Smile研究を踏まえて－ 

佐々木憲裕 

Diabetes Symposium in Sakura 2014.6.10   

 

グルコース・トランスポーターと糖尿病 

佐々木憲裕 

佐倉臨床医会 佐倉庭園記念館 2014.6.13 

        

糖代謝と膜輸送 (レクチャー) 

佐々木憲裕 

サノフィー株式会社 2014.6.26 

 

甲状腺機能亢進症を示した甲状腺癌症例 

佐々木憲裕 

第 3回ユーカリに集う病病連携の会 東邦大学医療センター佐倉病院 2014.7.29 

  

症候論概説 2014 

佐々木憲裕 

イオン・ハピコム人材総合研修機構 2014.8.31、 9.7、9.14  

  

Diabetes and Glucose Transporter (レクチャー) 

佐々木憲裕 

日本ベーリンガー・インゲルハイム株式会社  2014.9.12  

     

SGLT2阻害剤の適正使用推進と新たな糖尿病治療のすすめ 

佐々木憲裕 

ディスカッサー アステラス製薬株式会社、MSD株式会社 2014.11.13 

 

糖尿病のアルゴリズムー新しい治療法を踏まえてー 

佐々木憲裕 

糖尿病学術講演 in南房総 2014.11.19   

 

【座長・司会】 

「糖尿病治療の新しい展望－SGLT2阻害剤の治療経験を含めて－」 三村正裕先生 

佐々木憲裕 

印旛市郡医師会学術講演 2014.6.11 

 



「生活習慣病診断におけるアキレス腱検診の重要性について」 岡島史宣先生 

佐々木憲裕 

第 4回 NISE(Narita Inzai Sakura Endocrinology Conference) 2014.6.19 

 

ポスターセッション 62単球・マクロファージ 2 

佐々木憲裕 

第 46回日本動脈硬化学会総会・学術集会 2014.7.11 

 

「行動経済学から見た糖尿病」 江本直也先生 

佐々木憲裕 

第 5回 NISE(Narita Inzai Sakura Endocrinology Conference) 2014.11.20  

 

「交感神経と食塩感受性を考慮した高圧治療」下澤達雄先生 

佐々木憲裕 

Hypertention Forum 2014 in 佐倉 2014.11.26 

  

―EPA.DHA製剤への期待― 

佐々木憲裕 

ω3シンポジウム 2015.2.27 

 

【その他】 

「日本人糖尿病患者の生活習慣と血管合併症」下村伊一郎先生 曽根博仁先生 

佐々木憲裕 

第 51回千葉県動脈硬化セミナー（事務局） 2014.7.24  

 

「メタボリックシンドロームの病態と治療」 下村伊一郎先生 

佐々木憲裕 

第 52回千葉県動脈硬化セミナー（事務局） 2015.2.12    

 

 

【学会発表】 

地域医療連携における薬・薬連携の取り組みに向けて 

～『薬剤シート』を用いての取り組みの効果～ 

渡邉典子、永井麻紀、青木妙子 他 

公益財団法人日産厚生会第１回医学フォーラム 2015.3.26 

 

【講演会・シンポジウム】 

多職種 実践！模擬退院カンファレンス 

本澤葉留美 

千葉県脳卒中連携の会 2015.2.8 

 

薬剤科 



互いに考える薬薬連携（シンポジスト） 

本澤葉留美 

千葉県病院薬剤師会第 2回医療連携シンポジウム 2015.3.22 

 

【座長・司会】 

ロコモシンドロームについて～健康寿命をのばすために～ 

本澤葉留美 

千葉県女性薬剤師会、講演会 2014.5.11 

 

スクーリング講座 in千葉 

本澤葉留美 

千葉県女性薬剤師会 2014.9.14 

 

回復期リハビリ病棟における薬剤師の関わり 

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 2015.2.24 

 

一般演題 

本澤葉留美 

公益財団法人日産厚生会第１回医学フォーラム 2015.3.26 

 

 

【学会発表】 

回復期リハビリテーション病棟にて休日リハビリテーション提供による FIMの変化を中心とした比較 

内海哲也、菅原直彦、足立明久 

公益財団法人日産厚生会第１回医学フォーラム 2015.3.26 

 

 

【講演会・シンポジウム】 

ドック・健診を上手に活用するために～知っておきたい基礎知識について～ 

鈴木利也 

佐倉厚生園病院祭 2014.7.26  

 

スポットをあてたい検査 生活の質を維持するために～受けていただきたい検査～ 

前田淑江 

佐倉厚生園病院祭 2014.7.26  

 

佐倉厚生園健診部紹介 

井手俊郎 

佐倉厚生園病院祭 2014.7.26 

リハビリテーション室 

健診部 



 

 

【学会発表】 

看護記録について意識調査を行い明らかになった課題と対策 

今岡卓也、篠澤慶子、田中香織 他 

公益財団法人日産厚生会第１回医学フォーラム 2015.3.26 

 

 

【講演会・シンポジウム】 

脳卒中患者退院時の地域生活期との連携方法に関してアンケート集計報告 

成田 薫 

第 6回千葉県脳卒中連携の会 2015.2.8 

 

MSW分科会報告 

倉石智穂 

第 6回千葉県脳卒中連携の会 2015.2.8 

 

 

 

 

 

【学会発表】 

利用者健康保全のための老健ホワイエの努力 

坂本悦子 

公益財団法人日産厚生会第１回医学フォーラム 2015.3.26 

 

看護部 

地域医療連携・医療福祉相談課 

佐倉ホワイエ 


