
玉川病院 

ヘルニアセンター                                           

当科の個別化治療における Marcy法の成績と今後の展望 

星野明弘、川村 徹 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

当科における腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略 

  星野明弘、川村 徹 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

大腿ヘルニア手術方法の検討 

佐藤 拓、川村 徹 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

TAPP法の標準化を目指して―手技の簡略化と内側臍靭帯の体外牽引法 

東海林 裕、中嶋 昭 他  

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

容易かつ普遍的な手技を目指した TAPP法 

  星野明弘、中嶋 昭 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

「ヘルニア分類の検証―前方切開法診断と腹腔鏡下診断―」 

  川村 徹 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

「初回アプローチ法と再発形式を考慮した再発鼠径ヘルニアの術式選択とその検討」 

星野明弘、中嶋 昭 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

大腿ヘルニアの診断と個別化治療 

  齋藤賢將、中嶋 昭 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/22  

 

再発鼠径ヘルニアに対する病態に応じた治療戦略 

  川村 徹 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/22  

 

鼠径ヘルニアにおける各種術前検査診断能の TAPPでの検証 

  齋藤賢將、中嶋 昭 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/22  

 

腹腔鏡下内鼠径輪縫縮術の実際とその短期成績 

  星野明弘、中嶋 昭 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/22 

 



当科における腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略と手技の工夫 

  星野明弘、中嶋 昭 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/22  

 

当科で実施している TAPP法におけるメッシュの挿入・固定の実際 

  星野明弘、中嶋 昭 他 

第 4回日本腹鏡下ヘルニア手術手技研究集 2014/3/1 

 

大腿ヘルニア嵌頓に対し緊急腹腔鏡下修復術が有用であった例 

  川村雄大 他 

第 50回日本腹部救急医学会総会 2014/3/7 

 

ピオクタニンオリエンテッドくりぬき TAPP法 

  野谷啓之 他 

第 3回お茶の水ヘルニア研究会  2014/3/8 

 

大腿ヘルニア嵌頓に対して緊急腹腔鏡下修復術が有用であった症例の検討 

  川村雄大 他 

第 3回お茶の水ヘルニア研究会 2014/3/8 

 

【座長】 

成人鼠径ヘルニアに対する LPEC 

座長 中嶋 昭   

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

「ヘルニア分類の検証―前方切開法診断と腹腔鏡下診断―」 

座長 中嶋 昭  

第 11回日本ヘルニア学会学術集会 2013/5/10 

 

気胸センター                                                                                    

50歳以上のリンパ脈管筋腫症患者における臨床的特徴 

  安藤克利、栗原正利 

第 53回日本呼吸器学会学術講演会 2013/4/19 

 

ＢＨＤ症候群における肺線維芽細胞の機能解析 

  星加義人、栗原正利 

第 53回日本呼吸器学会学術講演会 2013/4/19 

 

嚢胞性肺疾患におけるＢＨＤ遺伝子解析 

  秋吉妙子、栗原正利 

  第 53回日本呼吸器学会講演会 2013/4/20 

 

シンポジウム 気胸 VATS 自然気胸をより確実なものにする方策  

片岡秀之、栗原正利 

第 30本呼吸器外科学会 2013/5/9 

 

 



再膨張性肺水腫の発症リスクに関する検討  

芳賀高浩 他 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/6 

 

肺移植が必要とされる重症リンパ脈管筋腫症患者の臨床的検討 

安藤克利、栗原正利 他 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/6 

 

月経随伴性気胸術後再発例に対する広範囲胸膜カバーリング術の試み 

片岡秀之、栗原正利 他 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/6 

 

手術不能な難治性遷延性気漏に対する気管支充填術（ＥＢＯ）の検討 

福岡みずき 他 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/6 

 

慢性関節リウマチに合併した難治性遷延性両側気胸の１例 

江花弘基、栗原正利 他 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/7 

  

シンポジウム  気胸の治療と管理に関するガイドライン 当院における気胸治療の基本理念と実際 

栗原正利 他 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/7 

 

ＢＨＤ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 他 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/7 

 

BHD症候群における肺線維芽細胞の機能解析 

星加義人、栗原正利 他 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/7 

 

月経随伴性気胸はなぜ術後再発が多いか？（月経随伴性気胸に対する進行度分類） 

栗原正利 他 

第 66回日本胸部外科学会学術集会   2013/10/19 

 

骨盤子宮内膜症は月経随伴性気胸の広がりに影響を与えるか？ 

  片岡秀之、栗原正利               

    第 35回日本エンドメトリオシス学会  2014/1/28 

 

間質性肺炎に合併した難治性遷延性気漏患者の治療方針  

栗原正利 

第 13回千葉大学呼吸器外科教室例会  2014/2/1 

 

月経随伴性気胸はなぜ術後再発が多いか？（月経随伴性気胸に対する進行度分類） 

栗原正利   

第 11回スタディグループ勉強会  2014/2/8 



骨盤子宮内膜症は月経随伴性気胸の広がりに影響を与えるか？   

片岡秀之 

第 11回スタディグループ勉強会  2014/2/8 

 

【講演】 

最近の難治性気胸に対する治療   

栗原正利 

第 70回呼吸器合同北陸地方会ランチョンセミナー 2013/6/2 

 

Thoracoscopic Surgery for Preventing Recurrent Pneumothorax in BHDS 

-Lower Pleural Covering (LPC)- Masatoshi KURIHARA MD  

    5th BHD symposium  2013/6/28 

 

難治性気胸へのアプローチ  

栗原正利 

山形呼吸器外科研究会  2013/10/5 

 

難治性気胸に対するＴＧＦ治療 難治性気胸に対する治療戦略について 

栗原正利 

南九州気胸治療セミナー  2013/11/15 

 

難治性気胸の治療   

栗原正利  

    呼吸器 night conference in Kawasaki  2013/12/3 

 

難治性気胸の治療戦略  

栗原正利  

    第 32回伊勢志摩呼吸器疾患談話会  2013/12/11 

 

難治性気胸の治療戦略  

栗原正利  

佐賀胸部外科フォーラム  2014/2/1 

 

第１回いらっしゃい月経随伴性気胸交流会 胸郭子宮内膜症症候群 

栗原正利   

第１回胸郭子宮内膜症症候群患者会  2014/2/22 

 

第１回いらっしゃい月経随伴性気胸交流会 月経随伴性気胸と子宮内膜症 

片岡秀之   

第１回胸郭子宮内膜症症候群患者会  2014/2/22 

 

難治性気胸に対する治療対策  

栗原正利  

第 17回東海胸腔鏡研究会  2014/3/2 

 

 

 



BHD症候群の外気胸に関する外科科治療法  

栗原正利   

第 57回臨床呼吸器カンファレンス 2014/3/13 

 

難治性気胸の非侵襲的アプローチ  

栗原正利 

気胸治療セミナー  2014/3/20 

 

【座長】 

シンポジウム 気胸 VATS自然気胸をより確実なものにする方策    

座長 栗原正利  

第 30回日本呼吸器外科学会 2013/5/9 

 

5th BHDsymposium       

Chairperson Masatoshi Kurihara   2013/6/28 

 

一般演題ＣＥＷＳ   

座長 片岡秀之   

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会   2013/9/6 

 

シンポジウム２ 気胸の治療と管理に関するガイドライン    

座長 栗原正利 

第 17回日本気胸嚢胞性肺疾患学会総会  2013/9/7 

 

一般演題 良性   

座長 栗原正利  

第 66回日本胸部外科学会学術集会 2013/10/19 

 

呼吸器良性２    

座長 栗原正利 

    第 26回日本内視鏡外科学会   2013/11/29 

 

テーマⅤ 症例報告、一般演題    

座長 栗原正利  

第 13回世田谷医師会医学会   2013/12/7 

 

 

 

リハビリテーションセンター                                                     

心原性脳塞栓症の再発予防   

和田義明  

玉川地区抗凝固療法セミナー2013/6/5 

 

リハビリと二次予防 第 28回日本不整脈学会学術大会主催 市民公開講座  

意外に多い心臓病が原因の脳梗塞  

和田義明 

第２部心原性脳梗塞の予防と治療 2013/7/7 



痙縮へのボトックス治療  

平島富美子 

Stroke Rehabilitation-net Conference 2013/9/18 

 

Kinesiological evaluation after cTBS to contralesional motor cortex in restorative stage stroke 

patients    

A Manji1, F Hirashima  et al. 

XXI World Congress of Neurology 2013/9/23 

 

Optimum site for cTBS in stroke patients: a quantitative evaluation      

 T Matsuda, F Hirashima, Y Wada et al. 

XX1 World Congress of Neurology 2013/9/23 

 

両側性垂直性眼球運動障害と偽性害転神経麻痺を生じた一側性視床中脳梗塞  

田坂有里 久保寺隆行 他 

第 5回城南ストロークセミナー 2013/10/4 

 

高次脳機能障害について、 事故後の後遺症と介護をどう考えるか-１４歳男性例から- 

和田義明 

三井住友海上火災 社内研修会 2013/11/14 

 

心原性脳塞栓症の再発予防-回復期の立場から- 

和田義明 

世田谷目黒 network meeting  2013/11/19 

 

回復期での抗凝固療法の実際 

和田義明 

平成 25年度第 3回 東京都脳卒中連携会議  2014/2/1 

 

廃用症候群のリハビリテーション 

和田義明 

区西南部リハビリテーション連携会議 ケアマネージャー講習会  2014/2/16 

 

脳卒中危険因子の急性期−回復期連携～心房細動・高脂血症～ 

和田義明 

Stroke Rehabilitation-net Conference   2014/2/19 

 

高次脳機能障害について 

和田義明 

学研ナーシングサポート  2014/2/20  

 

第一部 脳卒中という病気と症状  第二部 退院後の生活 脳卒中予防のための食事 

和田義明 

区西南部リハビリテーション支援センター共催 玉川病院脳卒中説明会  

2013/4/13、2013/4/20、 2013/7/20、2013/7/27、2013/12/14、2013/12/21 

 

 



【座長】 

講演 アリセプトと認知症治療薬の未来  

座長 和田義明   

アリセプト講演会 2013/6/15 

 

脳梗塞の予防と治療 虎ノ門病院 脳血管内治療科 松丸佑司先生  

座長 和田義明 

第５回世田谷 Stroke Seminar   2013/10/4 

 

玉川 COPDカンファレンス 

座長 和田義明 

第 55回玉川呼吸器リハビリ教室  2013/10/16 

 

私が今目指していること ケース① 就労への道のり ケース② 地域の中で活き活きと  

座長 和田義明 

脳卒中者リハビリ講習会 2013/12/15 

 

講演 区西南部高次脳機能障害支援普及モデル事業 

座長 和田義明 

平成 25年度区西南部高次脳機能症例検討会 2013/6/11、2013/9/17、2013/12/10、2014/2/4 

 

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  

Hirakawa Kazuo、Masaaki Matsubara et al.  

第 15回ヨーロッパ整形外科学会（EFORT） 2013/6/5-8 

 

Femoral Components Technology  

松原正明 

第 2回 Smith & Nephewセミナー   2013/7/14 

 

当科における THA stem 選択の concept  

松原正明 

第 2回人工関節用最先端生体材料フォーラム   2013/7/20 

 

Taper wedge stemと fit and fill stem に対する CTを用いた当科の術前計画に対する術後評価 

木村晶理 他  

第 62回東日本整形災害外科学会   2013/9/19-21 

 

SP-PLUS MIAステムを用いた大腿骨人工骨頭置換術の短期成績 

長束由里 他  

第 62回東日本整形災害外科学会   2013/9/19-21 

 

人工股関節置換術における出血量と自己血貯血 

松原正明 他  

第 62回東日本整形災害外科学会   2013/9/19-21 

 



Metal-on-polyethylene THA術後に関節水腫を繰り返す 1例  

竹村昌敏 他  

第 62回東日本整形災害外科学会   2013/9/19-21 

 

後輩・若手医師の教育  

松原正明 

第 1回 SKJCセミナー  2013/10/26 

 

THAの術式：approachの概要 

松原正明 

第 1回 SKJCセミナー  2013/10/26 

 

骨頭径・impingementと大腿骨前捻と脱臼  

松原正明 

第 1回 SKJCセミナー  2013/10/26 

 

両側同時人工股関節置換術における脚延長量について 

木村晶理 他  

第 40回日本股関節学会学術集会  2013/11/29－30 

 

Tritaniumの使用経験 

野木圭介 他  

第 40回日本股関節学会学術集会   2013/11/29－30 

 

人工股関節置換術後に発症した腸腰筋インピンジの検討 

加瀬雅士 他  

第 40回日本股関節学会学術集会 2013/11/29－30 

 

THA術後 5年間の骨盤傾斜変化へ及ぼす要因の検討 

濱畑智弘 他  

第 40回日本股関節学会学術集会   2013/11/29－30 

 

Modified Watson-Jones Approach後の上殿神経麻痺の可能性 

長束由里 他  

第 40回日本股関節学会学術集会  2013/11/29－30 

 

股関節狭小化を伴わない股関節症の CT撮影画像における病態 

松原正明 他  

第 40回日本股関節学会学術集会 2013/11/29－30 

 

大腿骨近位部骨折に関する teriparatide acetate使用の経験 

高橋晃 他  

第 40回日本股関節学会学術集会 2013/11/29－30 

 

複数のステムを使い分けた人工股関節手術の中期成績 

奥田直樹 他  

第 40回日本股関節学会学術集会 2013/11/29－30 



鼻腔咽頭培養の結果と大腿骨頚部骨折の術後感染の関連性 

竹村昌敏 他  

第 40回日本股関節学会学術集会  2013/11/29－30 

 

人工股関節全置換術後の高齢者に対するバランス訓練が歩行に与える影響について 

鈴木圭介 他  

第 40回日本股関節学会学術集会 2013/11/29－30 

 

家庭用 3Dプリンターを用いた、人工股関節置換術の精度向上の試み 

小川博之 他  

第 40回日本股関節学会学術集会 2013/11/29－30 

 

人工股関節全置換術患者における股関節外転筋力の量的・質的変化 

林達也 他    

第 40回日本股関節学会学術集会 2013/11/29－30 

 

当日離床阻害因子に対する予防投与の検証 

野稲美鈴 他 

第 40回日本股関節学会学術集会  2013/11/29－30 

 

A case report of hip osteoarthrosis following scopic repair of labrum 

山本尚輝 他 

東京医科歯科大学集談会  2013/12/23 

 

Proximal fit and fill typeと Blade typeによる術中出血量の比較 

野木圭介 他 

第 44回日本人工関節学会        2014/2/21－22 

 

外転拘縮に対する人工股関節置換術 

木村晶理 他 

第 44回日本人工関節学会       2014/2/21－22 

 

側臥位 modified Watson-Jones approach の適応と限界 

木村晶理 他 

第 44回日本人工関節学会       2014/2/21－22 

 

Android 端末と３DCTデータを用いた術中可視化システムの提案と健闘 

小川博之 他 

第 44回日本人工関節学会   2014/2/21－22 

 

ハイレベルのアスリートに対して行われた THA3例の短期成績 

平澤直之 他 

第 44回日本人工関節学会  2014/2/21－22 

 

Aseptic looseningに対する stem再置換術の検討 

奥田直樹 他 

第 44回日本人工関節学会   2014/2/21－22 



当院における人工股関節再置換術の原因 

萩尾慎二 他 

第 44回日本人工関節学会  2014/2/21－22 

 

術前計画における S-ROM stemの適応についての検討 

加瀬雅士 他 

第 44回日本人工関節学会  2014/2/21－22 

 

大腿骨人工骨頭置換術における抗菌縫合糸の使用経験 

高橋晃 他 

第 44回日本人工関節学会   2014/2/21－22 

 

国内用に開発された Anatomical short stemの中長期成績 

松原正明 他 

第 44回日本人工関節学会  2014/2/21－22 

 

臨床における大腿骨座標 

松原正明 他 

第 8回日本 CAOS研究会   2014/3/6-7 

 

３Dデータとスマートフォンを利用した人工股関節置換術 

小川博之 他 

第 8回日本 CAOS研究会   2014/3/6-7 

 

自己血回収操作と油脂による回路への影響 

元良俊太 他 

第 27回日本自己血輸血学会 2014/3/7-8 

 

股関節外科における事前自己血輸血量予測 

松原正明 他  

第 27回日本自己血輸血学会 2014/3/7-8 

 

人工股関節置換術後、タコつぼ型心筋症を発症した 1例 

山本尚輝 他 

第 54回関東整形災害外科学会     2014/3/28－29 

 

Modified Watson-Jones approachによる人工股関節置換術 

松原正明 他 

第 54回関東整形災害外科学会     2014/3/28－29 

 

 

【講演】 

見落としやすい股関節周辺疾患の pitfall 

松原正明 

大正富山講演  2013/10/16 

 

 



不安定型大腿骨転子部骨折・大腿骨頚部骨折に対する観血的治療の成績 

松原正明 他 

帝人講演 2013/10/23 

 

当科における大腿骨近位部骨折の術後成績 

高橋晃 他 

世田谷医師会講演  2013/12/7 

 

人工股関節置換術の未来（教育研修講演） 

松原正明 

第 27回城東整形外科医会  2013/7/20 

 

人工股関節の歴史-それから学ぶもの-（教育研修講演） 

松原正明 

第 5回 ZHEC  2013/8/31-9/1 

 

運動器とその疾患（教育研修講演） 

松原正明 

日本運動器看護学会育成講座  2013/10/5 

 

人工股関節置換術における近年の成果と問題点（教育研修講演） 

松原正明 

第 10回山口股関節検討会  2013/10/12 

 

人工股関節再置換術－失敗例から学ぶ Pitfall（教育研修講演） 

松原正明 

第 44回日本人工関節学会  2014/2/21 

 

透析センター                                                                               

玉川病院における CKDチーム医療の取り組み 

中村理恵 他 

CKD 多職種連携勉強会 2013/5/21 

 

CKDの概念と当院における対策 

今村吉彦  

羽根木地区 フェブリク学術講演会 2013/6/6 

 

個人用 RO装置 WRO-300Hの水質管理の検証 

佐藤佑介 他 

第 58回日本透析医学会学術集会・総会 2013/6/21 

 

導入時冠スクリーニングの予後への影響 

常喜信彦、高橋康訓 他 

第 58回日本透析医学会学術集会・総会 2013/6/21 

 

 

 



当院における限外濾過フィルターユニットの管理状況 

鈴木 修 他 

第 58回日本透析医学会学術集会・総会 2013/6/22 

 

在宅における高齢腹膜透析の１症例～弟の介護が兄の生きがい～ 

中村理恵 他 

第 58回日本透析医学会学術集会・総会 2013/6/23 

 

当院でのクリアランスギャップ導入の試み 

   鈴木 修 他 

第 8回クリアランスギャップ研究会学術集会 2013/8/24 

 

臨床工学技士における腹膜透析療法の知識向上を目指して 

江東里紗 他  

第 19回日本腹膜透析医学会学術集会 2013/9/29 

 

在宅腹膜透析における多職種連携の必要性 

中村理恵 他 

第 19回日本腹膜透析医学会学術集会 2013/9/29 

 

慢性血液透析患者の血清 P、補正 Ca濃度管理における薬剤師介入の取り組み 

後藤美紀子 他  

第 7回腎臓病薬物療法学会学術集会 2013/10/6 

 

当院透析センターにおける感染対策の取り組み 

藤井沙織 他  

第 16回日本腎不全看護学会学術集会 2013/11/16 

 

透析室の感染症対策 

藤井沙織 他 

第 15回玉川・駒沢透析懇話会 2013/11/23 

 

臨床工学技士の腹膜透析療法への取り組み－知識向上を目指して－ 

佐々木渉 他 

第 42回東京透析懇談会 2014/2/23 

 

クリアランスギャップ改善への取り組み 

鈴木 修 他 

第 30回日本医工学治療学会学術大会 2014/3/23 

 

【座長】 

特別講演 急性期病院と地域連携～在宅医療の現状～ 

座長 今村吉彦  

第 3回玉川病院地域医療連携セミナー 2013/10/11 

 

 

 



呼吸器内科                                               

当院における市中肺炎(CAP)と医療・介護関連肺炎(NHCAP)の臨床的検討 

福岡みずき 他                  

第 53回日本呼吸器学会総会 2013/4/9  

 

当院における NHCAPの前向き研究 

芳賀高浩 他 

第 53回日本呼吸器学会総会 2013/4/19  

 

肺クリプトコッカス症、肝性胸水を合併した肝硬変の一例 

芳賀高浩  

第 21回城南肺真菌症研究会 2013/6/26  

 

繰り返す発熱、咳嗽を呈した若年男性の 1例；細菌性心内膜炎  

田坂有理 他 

第 52回城南呼吸器カンファレンス 2013/7/5 

 

喘息患者での ANCA測定に関する考案 

芳賀高浩  

第 1回城南気道疾患研究会 2013/7/25  

 

粟粒性脳転移を呈した肺腺癌の 1例 

芳賀高浩 他 

第 43回山梨肺癌研究会 2013/11/9 

 

包括的呼吸リハビリテーション  

長 晃平                                           

第 4回玉川 GP臨床研究会 2013/11/27  

 

当院における呼吸リハビリテーションクリニカルパス 

森田瑞生                                            

玉川 COPDカンファレンス 2013/12/3  

 

透析から離脱しえた重症肺炎球菌性肺炎の 1例 

芳賀高浩 他  

第 13回呼吸器内科例会（第 1276 回千葉医学会） 2014/1/11 

 

PEM維持療法を長期に施行している 1例  

福岡みずき                         

第 8回目黒世田谷 Thoracic Oncology Meeting 2014/2/5  

 

TS-1による薬剤性肺炎の 1例  

田坂有理 他  

第 603回日本内科学会関東地方会  2014/2/8  

 

 

 



治療中に肺クリプトコッカス症と MRSA肺炎を合併した肝性胸水の 1例  

森田瑞生 他     

第 603回日本内科学会関東地方会  2014/2/8  

 

悪性症候群による尿毒症肺の 1剖検例  

福岡みずき 他  

第 603回日本内科学会関東地方会 2014/2/8  

 

ARDSを発症した再生不良性貧血の 1例  

芳賀高浩 他  

第 603回日本内科学会関東地方会 2014/ 2/8  

 

循環器内科                                               

大動脈狭窄症患者における大動脈弁輪径の心周期に伴う変化―speckle-tracking法による検討― 

吉川尚男 他    

第 24回日本心エコー図学会学術集会 2013/4/25 

 

動脈硬化性疾患予防ガイドラインに基づく合併症対策 

相川 丞  

平成 25年度東京都医師会予防推進医講習会(アドバンス編) 2013/7/21 

 

循環器領域における SAS その患者特異性および取り扱いについて 

板谷英毅  

目黒世田谷耳鼻科 SASミーティング 2013/9/4 

 

抗凝固療法の出血性合併症について考える 

相川 丞  

城南地区 Network Meeting 2013/10/30 

 

直接トロンビン阻害剤中止にて心原性塞栓を起こした一例 

中西真規 他  

第 2回 Brain＆Heart Attack Conference 2014/2/3 

 

ペースメーカー挿入にて心房、心室両リード穿孔を来した一例 

吉川尚男 他  

第 603回日本内科学会関東地方会 2014/2/8 

 

ペースメーカーリード穿孔の一例 

田坂有理 他  

第 17回東京心臓病研究会 2014/3/1  

 

Temporal endothelial dysfunction due to nocturnal hypoxemia induce may be preventable by statin 

treatment.  

 Itaya H et al. 

第 78回日本循環器学会学術集会 2014/3/22 

 

 



【座長】 

心膜心筋炎 

座長 相川 丞 

第 231回日本循環器学会関東甲信越地方会  2014/2/1 

 

糖尿病科                                                                                         

DPP-4阻害薬の長期使用経験について 

  岩本正照  

玉川医師会平成 25年度第 6回学術講演会 2013/10/16 

 

SGLT2阻害薬の適正使用を目指して 

岩本正照  

糖尿病シンポジウム 2014/2/13 

 

脳神経内科                                               

両側垂直性眼球運動障害と偽性外転神経麻痺を呈した一側性視床中脳梗塞の１例 

田坂有里 他 

第５回世田谷 Stroke Seminar 2013/10/4 

 

一般外科                                                

初回アプローチ法と再発形式を考慮した再発鼠径ヘルニアの術式選択とその検討 

星野明弘 野谷啓之 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術総会 2013/5/10-11 

 

ヘルニア分類の検証―前方切開法診断と腹腔鏡下診断―  

川村 徹 他  

第 11回日本ヘルニア学会学術総会 2013/5/10-11 

 

当科における腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略  

星野明弘 野谷啓之 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術総会 2013/5/10-11 

 

当科の個別化治療における Marcy法の成績と今後の展望  

星野明弘 野谷啓之 他 

第 11回日本ヘルニア学会学術総会 2013/5/10-11 

 

胃壁外性発育を示しに巨大ＧＩＳＴの１切除例 

  野谷啓之 他 

  第 35回日本癌局所療法研究会 2013/5/31 

 

横行結腸癌浸潤に対する十二指腸部分切除術その一例 

  野谷啓之 他 

  第 35回日本癌局所療法研究会 2013/5/31 

 

胸腔内胃管再建後の縫合不全による縦隔瘻に対し、PTEGが有用であった１例  

星野明弘 野谷啓之 他 

第 67回日本食道学会学術総会  2013/6/13-14 



低血糖発作を繰り返した乳房巨大腫瘤の一例 

川村雄大 他 

第 829回外科集談会 2013/6/29 

 

血液透析をうけている乳がん患者での PET-CTの有用性 

石田文孝、大石陽子 他 

第 21回日本乳癌学会学術総会 2013/6/27-29 

 

再発症例からみた治療効果予測因子としての Stathmin1発現の意義 

大石陽子 他 

第 21回日本乳癌学会学術総会 2013/6/27-29 

 

Bevacizumab,wPTX療法の使用経験 

中井麻木、大石陽子 他 

第 21回日本乳癌学会学術総会 2013/6/27-29 

 

乳房再建における expander一次挿入術後のドレーン留置期間の検討 

山川知巳、大石陽子 他 

第 21回日本乳癌学会学術総会 2013/6/27-29 

 

壁外性発育を示した胃巨大 GISTの一切除例 

川村雄大 他  

第 20回御茶の水消化器セミナー 2013/8/31 

 

城南地区エリブリン使用実態アンケート集計結果と有用性の検討 

沢田晃暢（城南地区ハラヴェンカンファレンス）、大石陽子 他 

第 51回日本癌治療学会学術総会 2013/10/24-26 

 

大腿ヘルニアの診断と個別化治療 

斎藤賢将 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/21-23 

 

再発鼠径ヘルニアに対する治療 再発鼠径ヘルニアに対する病態に応じた治療戦略 

川村 徹 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/21-23 

 

腹壁瘢痕ヘルニアの手術の工夫 当科における腹壁瘢痕ヘルニアの治療戦略と手技の工夫 

星野明弘、川村雄大 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/21-23 

 

腹腔鏡下内鼠径輪縫縮術の実際とその短期成績 

星野明弘、中嶋 昭 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/21-23 

 

術後呼吸障害を呈した巨大結腸を伴う横隔膜弛緩症の一例 

佐藤 拓 他 

第 75回日本臨床外科学会総会 2013/11/21-23 



腹腔鏡下内鼠径輪縫縮術の実際と前方アプローチ法との比較 

星野明弘、中嶋 昭 他 

第 26回日本内視鏡外科学会総会 2013/11/28-30 

 

腎細胞癌による左腎摘出後多発膵転移に対して膵体尾部切除術を施行した一例 

川村雄大 他 

第 831回外科集談会 2013/12/21 

 

嵌頓ヘルニアにおけるメッシュの適応大腿ヘルニア嵌頓に対し緊急腹腔鏡下修復術が有用であった例 

川村雄大 他 

第 50回日本腹部救急医学会総会 2014/3/6-7 

 

鑑別に苦慮した後腹膜腫瘍の一例 

川村雄大 他 

第 21回御茶の水消化器セミナー 2014/3/15 

 

【座長】 

講演会 消化管疾患術後栄養管理～経腸から経口へ～ 

座長 川村 徹 

城南地区輸液・栄養勉強会 2013/9/27 

 

【講演】 

実臨床における緩和医療  

川村 徹  

大鵬薬品工業社内研修会 2013/11/13 

 

泌尿器科                                                  

【講演】 

前立腺肥大症のプライマリケア-薬物治療の実際- 

田中将樹 

世田谷泌尿器疾患研究会  2014/2/12 

 

皮膚科                                                                                            

下腿の網状皮斑 

宇山美樹、岩渕千雅子 

第 37回城南皮膚臨床勉強会 2013 /7/14 

 

当科における風疹 24例のまとめ 

岩渕千雅子 他  

第 849回日本皮膚科学会合同東京地方会 2013/7/20 

 

パニツムマブによる重症化した痤瘡様皮膚炎 

宇山美樹、岩渕千雅子   

第 850回日本皮膚科学会東京地方会  2013/9/28 

 

 



頭部皮下腫瘤 

宇山美樹、岩渕千雅子 

第 38回城南皮膚臨床勉強会 2013/11/7 

 

LDLアフェレーシスとステロイドパルス療法が著効したコレステロール結晶塞栓症の１例 

宇山美樹、岩渕千雅子 他  

第 851回日本皮膚科学会東京地方会   2013/11/16 

 

多発性 Bowen病と多発性脂漏性角化症を併発した１例 

宇山美樹、岩渕千雅子 他  

第 853回日本皮膚科学会東京地方会  2014/1/18 

 

BHD症候群患者の皮膚病変 

岩渕千雅子 

第 11回気胸肺のう胞スタディグループ研究会  2014/2/8 

 

刺青サルコイドーシスの 1例 

岩渕千雅子 他  

第 77回日本皮膚科学会東京支部学術大会  2014/2/15 

 

【講演】 

光線治療について 

皮膚免疫の基礎 

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「平成 25年度新入局員クルズス」  2013/5/30 

 

麻酔科                                                                                            

全身麻酔下側臥位手術時の左右上肢での非観血的血圧測定値（NIBP）の検討 

朝木千恵 他 

第 60回日本麻酔科学会第 60回学術集会  2013/5/23 

 

病理診断科                                                                                        

多施設共同研究による gangliocytic paragangliomaの生物学的特性の解明 

  大久保陽一郎、密田亜希 他 

第 102回日本病理学会総会 2013/06/6-8 

 

当院剖検例を用いた侵襲性心筋症の疫学的検討 危険因子としての加齢の影響 

若山 恵、密田亜希 他 

第 102回日本病理学会総会 2013/06/6-8 

 

癌細胞関連肺動脈構造改変に関する病理学的研究 

石渡誉郎、密田亜希 他 

第 102回日本病理学会総会 2013/06/6-8 

 

 

 



内視鏡的に切除された十二指腸乳頭部腫瘍の病理学的検討 

  山本慶郎 密田亜希 他 

第 102回日本病理学会総会 2013/06/6-8 

 

食道扁平上皮癌早期癌における DNAメチル化の網羅的解析 

根本哲生、密田亜希 他 

第 102回日本病理学会総会 2013/06/6-8 

 

Age-Related Analysis of Autopsy Cases in Toho University on the Prevalence of Invasive Fungal  

Infections 

   Wakayama M, Mitsuda A et al. 

 2013 Congress of Asia Pacific Society for Medical Mycology 2013/06/19-23 

 

Difference in Pathophysiology of Experimental Cryptococcosis between C. gatti and C. neoformans 

   Okubo Y, Mitsuda A  et al. 

2013 Congress of Asia Pacific Society for Medical Mycology 2013/06/19-23 

 

東邦大学病理剖検例を用いた侵襲性真菌症発生動向と加齢の及ぼす影響について-侵襲臓器を中心として- 

若山恵、密田亜希 他 

第 57回日本医真菌学会総会・学術集会 2013/09/27-28 

 

薬剤科                                                                                            

外来経口抗がん剤服用患者への薬剤師介入に関するアンケート調査 

小倉敬史 他 

第 23回日本医療薬学会年会  2013/09/21-22 

 

慢性血液透析患者の血清 P濃度、補正 Ca濃度管理における薬剤師介入の取り組み 

後藤美紀子 他 

日本腎臓病薬物療法学会学術集会総会   2013/10/5-6 

 

【講演】 

がん専門薬剤師・がん薬物療法認定薬剤師海外研修報告 

   小倉敬史 

公益財団法人小林がん学術振興会講演会   2014/1/25 

 

リハビリテーション科                                                                              

人工股関節全置換術後の活動量と退院可能日への影響  

喜古勇 

区西部区西南部地区学術集会    2013/11/17 

 

人工股関節全置換術患者における股関節外転筋の量的・質的変化 

林達也 

第 40回日本股関節学会学術集会   2013/11/29 

 

高齢患者の人工股関節全置換術後に対するバランス訓練が歩行に与える影響について 

鈴木圭介 

第 40回日本股関節学会学術集会   2013/11/30 



食事動作の介助量が全介助から軽介助へ改善した症例 

田村まみ 

東京都作業療法士協会新人教育プログラム   2014/2/2 

 

【講演】 

呼吸リハビリテーション 

千葉哲也 

さくら会 2013/06/23  

 

どこでもできる呼吸ケア～フィジカルアセスメントに焦点をあてて！～ 

千葉哲也 

西多摩地域リハ支援センター講演会 2013/09/03 

 

ベンチレーター モリタリングの活用編 

千葉哲也 

ヒューマンナーシング学会 2013/10/26 

 

在宅での呼吸リハビリテーション 

千葉哲也 

東京都看護協会基礎研修 2013/12/05  

 

呼吸器障害の対応 

千葉哲也 

訪問リハ認定研修 2013/12/15  

 

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 2013/12/16 

 

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 2013/12/19 

 

呼吸器障害の対応 

千葉哲也 

訪問リハ認定研修 2014/02/23 

 

呼吸リハ、患者が求めていること！ 

～基礎から実技まで ランクアップの技術を身に着けよう～ 

  千葉哲也 

品川 PT勉強会 2014/03/02 

 

包括的呼吸リハ 

千葉哲也 

川崎呼吸ケアリハネット 2014/03/08 

 

 



臨床工学科                                                                                      

Android 端末を用いた院内時計合わせ業務 

  相良文 他 

第 23回日本臨床工学会 2013/5/18 

 

当院における限外濾過フィルターユニットの使用経験 

  鈴木修 他 

第 23回日本臨床工学会 2013/5/19 

 

体験型中心の勉強会に変更して 

  松村彩子 他 

第 21回東京都臨床工学会 2013/6/3 

 

タブレット端末を使用した ME機器点検の実際 

  松浦秀治 他 

第 88回日本医療機器学会大会 2013/6/7 

 

体験型勉強会実施による看護スタッフの意識変化 

  井上博満 他 

第 15回日本医療マネジメント学会学術総会 2013/6/15 

 

個人用 RO装置 WRO-300Hの水質管理の検証 

  佐藤佑介 他 

第 58回日本透析医学会学術集会・総会 2013/6/21 

 

当院における限外濾過フィルターユニットの管理状況 

  鈴木修 他 

第 58回日本透析医学会学術集会・総会 2013/6/22 

 

当院でのクリアランスギャップ導入の試み 

  鈴木修 他 

第 8回クリアランスギャップ研究会学術集会 2013/8/25 

 

臨床工学技士における腹膜透析療法の知識向上を目指して 

  江東里紗 他 

第 19回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2013/9/29 

 

ME機器管理業務にタブレット端末を導入して 

  相良文 他 

第 42回日本医療福祉設備学会 2013/10/23 

 

臨床工学技士の腹膜透析療法への取り組み －知識向上を目指して－ 

  佐々木渉 他 

第 42回東京透析懇談会 2014/2/23 

 

 

 



自己血回収操作と油脂による回路への影響 

  元良俊太 他 

第 27回日本自己血輸血学会学術総会 2014/3/7  

 

クリアランスギャップ改善への取り組み 

  鈴木修 他 

第 30回日本医工学治療学会学術大会 2014/3/23 

 

【講習会】 

人工呼吸器・モニタのトラブル事例と対策 

井上博満 

第 35回 ME技術講習会 2013/6/23 2013/7/27 

 

人工呼吸器業務の現在と未来 

  井上博満 

第 2回いわて呼吸療法セミナー 2013/9/22 

 

医療機器の保守点検に関する計画の策定と保守点検の実施の実際 

  井上博満 

 HOSPEX2013 医療機器安全管理セミナー 2013/10/23 

 

【座長】 

心臓カテーテル業務➁ 

  座長 鈴木修 

第 23回日本臨床工学会 2013/5/18 

 

一般演題  

  座長 高橋真理子 

第 15回玉川・駒沢透析懇話会 2013/11/23 

 

医療相談室                                                                                       

「私たちの医療について話しましょう」  

額川啓子 

上野毛あんしんすこやかセンター 地区包括ケア会議 2014/1/15 

 

看護部                                                                                         

玉川病院における CKDチーム医療の取り組み   

  中村理恵 

CKD 多職種連携勉強会 2013/5/21 

 

社会人基礎力と健康リスク値の関連性の検討 

  嘉茂すみ代、滝童内浩子 

日本医療・病院管理学会 2013/9/27 

 

せん妄患者への取り組み 

  永山勇 

お茶の水セミナー 2013/11/2 



当院透析センターにおける感染対策の取り組み 

  藤井沙織 

第 16回日本腎不全学会学術集会 2013/11/16 

 

急性期病院での高齢者患者ケアの検討～座る看護の実践から 

  鈴木美紗緒 他 

  東京都看護協会看護研究発表会 2014/1/25 

 

人工股関節全置換術の当日離床阻害因子に対する制吐剤予防接種投与の検証 

  野稲美鈴 他  

日本股関節病学会 2014/1/28～29 

 

病棟別褥瘡発生要因分析と今後の課題 

  木幡典子 

 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 2014/2/21-22 

 

【講演】 

勤務表を「休みの予定から勤務の計画表に」 

  嘉茂すみ代 

日本看護管理学会 2013/8/24 

 

玉川病院看護職採用と定着について 

  嘉茂すみ代  

看護師の確保と定着を考える会 2014/2/12 

 

勤務表を「休みの予定表」から「勤務の計画表」に 

  嘉茂すみ代 

埼玉県看護協会 2014/3/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



玉川クリニック 

                                                     

敗血症性肺動脈塞栓症 

  小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ－Ｐ読影会 2013/4/19 

 

乳がん検診のすすめ   

大石陽子、小澤志朗 

第 37回高島屋健康管理セミナー 2013/5/17 

 

肺動静脈ろう 

小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ－Ｐ読影会 2013/9/20 

 

生活習慣病と喫煙および禁煙治療―二子玉川高島屋社員喫煙率調査結果を含めてー 

小澤志朗 

第 38回高島屋健康管理セミナー  2013/11/1 

 

潜在性結核感染症 

小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ－Ｐ読影会  2013/11/15 

 

無気肺 

  小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ－Ｐ読影会 2014/2/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日産厚生会診療所 

                                                    

【講演】 

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 2013/4/18 

 

健康診断票の見方 

  松本 古奈木 

  NOF メタルコーティングス 健康講演会 2013/6/27 

 

生活習慣病の成因について 

青山 弘 

テプコカスタマーサービス 健康セミナー 2013/6/28 

 

熱中症対策 

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 2013/7/18 

 

腰痛の正体と予防 

  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 2013/10/10 

 

健康データの読み方 

青山 弘 

東邦物産 健康セミナー 2013/10/22 

 

生活習慣病の予防と対策 

青山 弘 

三井石油開発 健康講演会 2013/10/28 

 

健康のためのヒント 

  松本 古奈木 

  昭和電工ガスプロダクツ本社 健康講演会 2013/11/28 

 

セルフケアについて 

  松本 古奈木 

  NOF メタルコーティングス 健康講演会 2013/11/28 

 

職場における健康管理 

青山 弘 

損保ジャパン DIY生命 健康講演会 2013/12/11 

 

企業における安全配慮義務と個人情報保護について 

青山 弘 

東洋製罐 健康講演会 2014/1/17 



 

職場におけるメンタルヘルス対策 

青山 弘 

農畜産業振興機構 健康講演会 2014/1/20 

 

健康のためのヒント-飲酒・喫煙について- 

  松本 古奈木 

日本マリン 健康講演会 2014/2/17 

 

職場における健康管理対策について 

青山 弘 

三井石油開発 健康講演会 2014/2/17 

 

職場における管理職のための健康管理研修 

青山 弘 

MOC マーケティング 健康講演会 2014/2/21 

 

メタボリックシンドロームの予防と対策 

青山 弘 

東電タウンプランニング 健康セミナー 2014/3/5 

 

企業における管理職のためのメンタルヘルス研修 

青山 弘 

東邦物産 健康セミナー 2014/3/26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐倉厚生園病院 

消化器内科                                              

【講演】 

シニア世代のかかりやすい病気 

  遠山正博 

佐倉市民カレッジ 2014/2/13 

 

糖尿病・代謝内科                                            

【講演】 

Langerhans islet cells : Insulin and glucagon secretion 

  佐々木憲裕 

ノバルティスファーマ 2013/4/25 

 

冠動脈硬化症の発症を予防し得た 60 歳女性家族性高コレステロール血症の一例 

  佐々木憲裕 

第 49回千葉県動脈硬化セミナー 2013/7/25 

 

糖尿病と高脂血症 

  佐々木憲裕 

第 2回ユーカリに集う病病連携の会 2013/8/7 

 

糖尿病の実態と治療 

  佐々木憲裕 

協和発酵キリン 2013/8/22 

 

症候論概説 2013 

  佐々木憲裕 

イオン・ハピコム人材総合研修機構 2013/9/1、8、15 

 

Tresiba Flextouchの使用経験 

  佐々木憲裕 

ノバルディスク 2013/10/11 

 

糖尿病治療の新しい動向 

  佐々木憲裕 

ＭＳＤ 2013/12/11 

 

2型糖尿病の病態生理と治療 

  佐々木憲裕 

第 1回代謝性疾患の周術期管理を考える会 2014/1/30 

 

糖尿病における腎糖代謝 

  佐々木憲裕 

アステラス 2014/3/11 

 

 



薬剤科                                                

薬理について（講師） 

  本澤葉留美 

  国際福祉医療専門学校 

 

日本病院薬剤師会関東ブロック第 43 回学術大会 シンポジウム２１ 

薬・薬連携から地域医療連携へ～患者本位の連携のために薬剤師ができること～ 

  本澤葉留美 

日本病院薬剤師会関東ブロック第 43回学術大会 2013/9/1 

 

脳卒中連携パスについて 

  本澤葉留美 

第 2回生涯学習研修会 2014/2/6 

 

【講演】 

千葉から始まる新しい脳卒中病診連携～薬剤シートに関して～ 

  本澤葉留美 

第 4回千葉北脳卒中地域連携パス研究会 2013/7/10 

 

リハビリテーション室                                          

医療との連携とリハビリテーション（講師） 

  古谷直子 

京葉介護福祉専門学校 

 

東総地区の現状とこれから 

  内海哲也 

第 15回千葉県作業療法士学会 2014/3/9 

 

排泄介入統一表の活用 

～回復期リハビリテーション病棟 排泄ケアチームの活動を通して～ 

  小林宏彰 

第 15回千葉県作業療法士学会 2014/3/9 

 

看護部                                                 

地域医療連携における療養型病院の役割の一例 

  伊藤恵美 

第 15回日本医療マネジメント学会学術総会 2013/6/13-15 

 

フローチヤートによるエアーマットレスの使用評価～誰もが簡単に評価出来るものをめざして～ 

  今井邦江 

第 63回日本病院学会 2013/6/27-28 

 

看護・介護でも出来る拘縮予防～マッサージリハビリについて～ 

  石川梓 

第 63回日本病院学会 2013/6/27-28 

 

 



転倒・転落・抑制について～尊厳か安全か～ 

  檜貝修之 

千葉県回復期リハビリテーション連携 第 3回全県大会 2013/9/21 

 

【講演】 

患者の生活介護・口腔ケア 

  伊藤恵美 

第 37回千葉県民間病院協会看護補助者研修会 2013/6/25 

 

医療・看護用語～写真で見る医療器具～ 

  伊藤恵美 

第 38回千葉県民間病院協会看護補助者研修会 2013/8/28 

 

「統合演習」～看護管理者実践計画の指導～ 

  伊藤恵美 

第 13回認定看護管理者制度セカンドレベル教育課程研修会 2013/10/2.9.11/15.25 

 

「認知症の人の理解」Ⅰ.ライフサイクルから見た老年期 Ⅱ.ライフストーリーとその人らしさ 

  伊藤恵美 

平成 25年度認知症看護専門職初心者研修会 2013/10/4 

 

回復期リハビリの運営について～リハビリチームでの看護の役割～ 

  印南里子、大谷猛 

柏戸病院看護部勉強会 2014/3/11 

 

地域医療連携、医療福祉相談課                                      

地域医療連携における療養型病院の役割の一例 

  成田薫、倉石智穂  

第 15回日本医療マネジメント学会学術総会 2013/6/13-15 


