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公益財団法人日産厚生会 玉川病院 

 

 

【学会発表】 

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 

奥田将史、東海林裕、中嶋 昭 他 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 2015.5.22 

 

当科での単孔 TEP 導入後の治療成績 

東海林裕、中嶋 昭 他 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 2015.5.22 

 

腹膜前脂肪の扱いが重要であった膀胱上ヘルニアの 1 例 

星野明弘、中嶋 昭 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 2015.5.22 

 

内視鏡下ヘルニア手術の手技と工夫（TAPP におけるマーキングの有用性） 

浅野大輔、小郷泰一、中嶋 昭 他 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会  2015.5.22 

 

腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術のピットホール・ 自験例での検討 

星野明弘、中嶋 昭 他 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 2015.5.22 

 

再発ヘルニアに対するベストプラクティス 

川村 徹、浅野大輔、中嶋 昭 他 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 2015.5.22 

 

Ⅰ型ヘルニアにおける難渋例（De novo Type, Sliding type の）治療戦略 

小郷泰一、浅野大輔、中嶋 昭 他 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 2015.5.23 

 

TAPP におけるマーキングの有用性と de novo type への応用 

浅野大輔、小郷泰一、中嶋 昭 他 

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.27 

 

TAPP における De novo 型鼠径ヘルニアの治療戦略 
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小郷泰一、浅野大輔、中嶋 昭 他 

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.27 

 

再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP)の工夫と成績 

星野明弘、中嶋 昭 他 

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.27 

 

TAPP における De novo 型鼠径ヘルニアの見極めと治療戦略 

小郷泰一、野谷啓之、大石陽子 他 

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10 

 

【講演会・シンポジウム】 

共催シンポジウム ”今、鼠径ヘルニアが熱い!ガイドラインに込めた達人たちの業と思い” 

中嶋 昭 

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.27 

 

【座長・司会】 

鼠径ヘルニア 2 

川村 徹 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 2015.5.22 

 

支部推薦演題 

中嶋 昭 

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 2015.5.22 

 

 

 

【学会発表】 

再発性難治性気胸に対する胸腔鏡下胸膜 COVERING 術 

（胸膜癒着療法に代わる究極の難治性気胸治療法となりうるか？） 

栗原正利、溝渕輝明、江花弘基 

第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.18 

 

Birt-Hogg-Dubé Syndrome による気胸と原発性自然気胸の臨床的特徴の検討 

江花弘基、安藤克利、溝渕輝明 他 

第 55 回日本呼吸器学会総会 2015.4.18  

 

月経随伴性気胸における術後高い再発の機序 
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栗原正利、溝渕輝明、片岡秀之 他 

第 55 回日本呼吸器学会 2015.4.19 

 

Birt-Hogg-Dubé Syndrome に対する胸腔鏡手術 

江花弘基、溝渕輝明、栗原正利 他 

第 32 回日本呼吸器外科学会総会 2015.5.14 

 

気胸を繰り返す Birt-Hogg-Dubé 症候群に対するカバーリング術の有効性 

溝渕輝明、栗原正利、江花弘基 他 

第 32 回日本呼吸器外科学会総会  2015.5.15 

 

男性ＬＡＭの一手術例 

王 怡 

第 14 回気胸肺嚢胞スタディグループ勉強会 2015.8.1 

 

胸腔子宮内膜症関連気胸における発症日の検討 

福岡みずき 

第 14 回気胸肺嚢胞スタディグループ勉強会 2015.8.1 

 

Marfan 症候群における自然気胸患者の臨床的特徴の検討 

雨宮未季、栗原正利、溝渕輝明 

第 19 回日本気胸嚢胞性肺疾患学会 2015.9.4 

 

肺病変でＢＨＤ症候群が疑われた３１例における皮膚病変と病理学的検討 

岩渕千雅子、根岸亜津佐、栗原正利 他 

第 19 回日本気胸嚢胞性肺疾患学会 2015.9.5 

 

左臓側胸膜子宮内膜症性気胸の１例 

高橋 亮、栗原正利、溝渕輝明 他 

第 19 回日本気胸嚢胞性肺疾患学会 2015.9.5 

 

BHD 症候群を考慮すべき臨床指標の検討 

江花弘基、栗原正利、溝渕輝明 

第 19 回日本気胸嚢胞性肺疾患学会  2015.9.5 

 

FACS による LAM 細胞分離法の確立 

安藤克利、瀬山邦明、栗原正利 他 

第 19 回日本気胸嚢胞性肺疾患学会 2015.9.5 
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The lower pleural covering technique for Birt-Hogg-Dubé syndrome (BHDS) with recurrent 

pneumothorax 

Masatoshi Kurihara, Teruaki Mizobuchi, Hiroki Ebana 

25th European Respiratory Society    Amsterdam 2015.9.28 

 

男性ＬＡＭの１手術例 

王 怡、栗原正利、溝渕輝明 他 

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.10.28  

 

Sensitivity of Narrow Band Imaging in Conjunction with White Light for Detection of Disseminated 

Thoracic Endometriosis 

Teruaki Mizobuchi, Masatoshi Kurihara, Sumitaka Yamanaka et al.  

20th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology Kuala Lumpur 2015.12.5 

 

Clinical features predictive for pneumothorax secondary to Birt-Hogg-Dubé Syndrome: a comparison 

with primary spontaneous pneumothorax 

Hiroki Ebana, Teruaki Mizobuchi, Masatoshi Kurihara et al. 

  20th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology Kuala Lumpur 2015.12.6 

 

気胸を繰り返す難治性多発性またはびまん性嚢胞性肺疾患をどうするか（全胸膜 cove 

ring 術の有効性） 

栗原正利、溝渕輝明、山中澄隆 他 

第 28 回日本内視鏡外科学会 2015.12.12 

 

胸腔内子宮内膜症関連気胸患者における胸腔鏡下の病変診断精度および手術成績の検討 

溝渕輝明、栗原正利、江花弘基 他 

第 37 回日本エンドメトリオーシス学会 2016.1.24 

 

左臓側胸膜子宮内膜症性気胸の１例 

高橋 亮、栗原正利、溝渕輝明 他 

第 37 回日本エンドメトリオーシス学会  2016.1.24 

 

Accuracy of Narrow Band Imaging in Conjunction with White Light by Thoracoscopy for Detection of 

Disseminated Thoracic Endometriosis in Patients of Catamenial Pneumothorax. （ Scientific 

Presentation Award） 

Teruaki Mizobuchi, Masatoshi Kurihara, Sumitaka Yamanaka et al. 

第 1 回アジア・オセアニア呼吸機能イメージングワークショップ  2016.1.31 
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左側発祥の胸腔内子宮内膜症関連気胸の２手術例 

溝渕輝明、栗原正利、山中澄隆 他 

第 15 回千葉大学肺外科例会 2016.2.20 

 

【講演会・シンポジウム】 

胸腔鏡下全胸膜 COVERING 術(TPC)は胸膜癒着療法に代わる治療法となりうるか？ 

栗原正利、溝渕輝明、山中澄隆 他 

第 19 回日本気胸嚢胞性肺疾患学会 2015.9.4 

 

高齢者・難治性気胸の治療 :Birt-Hogg-Dubé 症候群に対する胸膜カバーリング術の範囲 と 気胸再発

率 に関する検討  

溝渕輝明、栗原正利、江花弘基 他 

第 19 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2015.9.5 

 

Debate 呼吸器 11 Keynote lecture:strategy for high risk intractable pneumothorax 

栗原正利 

第 68 回日本胸部外科学会総会  2015.10.19 

 

Debate 呼吸器 11:Pleural Covering Application for Recurrent Pneumothorax in patients with Birt-

Hogg-Dubé Syndrome (BHDS) 

 溝渕輝明、江花弘基、栗原正利 他 

第 68 回日本胸部外科学会総会  2015.10.19 

 

肺の病気の考え方と肺気腫 

栗原正利 

ベネッセ公開講座 2015.10.25 

 

難治性気胸治療 

栗原正利 

秋田気胸コンセンサスミーティング 2015.11.21 

 

ディスカッション21 難治性気胸へのアプローチと工夫 :Birt-Hogg-Dubé 症候群の難治性気胸に対す

る胸膜カバーリング術の範囲 に関する検討  

溝渕輝明、山中澄隆、栗原正利 パネルディスカッション 

第 77 回臨床外科学会総会 2015.11.27 

 

Talk of Catamenial Pneumothorax 
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Masatoshi Kurihara 

BP Seminar in Seoul 

Hanilkwan, Seoul 2016.1.21 

 

Thoracoscopic Surgery for BHD Syndrome with Pneumothorax 

Masatoshi Kurihara 

BHD syndrome Seminar in Seoul 

Gangnam Serverance Hospital Auditorium in Yonsei University, Seoul 2016.1.22 

 

月経随伴性気胸の診断と治療 

栗原正利 

第 3 回鹿児島呼吸器外科・気胸セミナー 2016.1.26 

 

気胸・肺嚢胞の胸腔鏡診断 

栗原正利 

第 15 回気胸・肺嚢胞スタディグループ勉強会  2016.2.20 

 

加齢に伴う息苦しさや息切れの原因と最新の治療について 

栗原正利  

ベネッセ市民講座 2016.2.28 

 

自然気胸・続発性気胸における最近の話題：気胸専門施設における現状と課題 

溝渕輝明 

はなみずき呼吸器セミナー 2016.3.24  

 

難治性気胸治療の治療戦略 

栗原正利 

第 14 回スプリングセミナー沖縄 2016.3.24 

 

【座長・司会】 

ビデオセッション 気胸 

栗原正利 

第 32 回日本呼吸器外科学会総会 2015.5.14 

 

会長講演 いわゆる気胸体型はどの時期に形成されるのか？  

栗原正利  

第 19 回日本気胸嚢胞性肺疾患学会 2015.9.4 
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ディスカッション 21 難治性気胸へのアプローチと工夫  

栗原正利 

第 77 回臨床外科学会総会 2015.11.27 

 

呼吸器良性 

溝渕輝明 

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.11 

 

【マスコミ】 

気胸 

栗原正利 

ＴＢＳラジオ  明日も元気に 2015.2.17 2.24 放送 

 

息苦しさに要注意 

栗原正利、千葉哲也 

 ＮＨＫチョイス E テレ 2015.10.3 

 

有名病院。この診療科のイチ押し治療 気胸 

栗原正利 

日刊ゲンダイ 12 月 16 日 11756 号 p14 

 

自然気胸 

栗原正利 

 レタスクラブ vol830(9)p117 カドカワ 2015   

 

【科学研究費補助金】 

難治性疾患等政策研究事業 

「希少部位子宮内膜症の集学的治療のための分類・診断・治療ガイドラインの作成」  代表 大須

賀 穣  研究分担 栗原正利 他 

 

 

 

【学会発表】 

脳卒中片麻痺患者でのホンダ「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検討- 

和田義明、廣瀬幸子、平島富美子 他 

第 52 回日本リハビリテーション医学会学術大会 2015.5.28 
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経頭蓋直流電気刺激が回復期脳卒中後片麻痺患者の麻痺上肢機能に与える効果 

万治淳史、和田義明、平島富美子 他 

第 52 回日本リハビリテーション医学会学術大会 2015.5.28 

 

パーキンソン病患者に対する経頭蓋直流電気刺激(tDCS)が起立・歩行動作に与える効果 ―姿勢・動作ス

ピードの改善が見られた 2 症例の検討―  

万治淳史、和田義明、平島富美子 他 

第 50 回日本理学療法学術大会 2015.6.5 

脳卒中後片麻痺患者に対する経頭蓋直流電気刺激(tDCS)による即時効果について ―上肢パフォーマンス

課題による検討―  

松田雅弘、和田義明、平島富美子 他  

第 50 回日本理学療法学術大会 2015.6.5 

 

Effects of transcranial direct current stimulation to restorative and chronic stage stroke patients 

―Case report ; study of immediate effects by using kinesiological evaluation―  

Manji Atsushi, Yoshiaki Wada, Fumiko Hirashima et al. 

第 50 回日本理学療法学術大会 2015.6.5 

【講演会・シンポジウム】 

持続的刺激ドパミンアゴニストで副作用を認めた PDD 

和田義明  

第 7 回城南 PD 治療懇話会 2015.4.22 

 

認知症の症状と診断 

和田義明  

実地医家のための認知症勉強会 in 世田谷 2015.6.10 

 

認知症にはタイプがある～専門医に聞いて学ぶ認知症の種類と向き合い方・治療法～ 

和田義明  

ベネッセ地域医療セミナー 2015.6.27 

 

脳卒中という病気とその治療とリハビリ 脳卒中について 

和田義明  

玉川病院公開講座 2015.7.4 

 

脳卒中の克服 リハビリ・在宅期の生活について 

和田義明  

玉川病院公開講座 2015.7.18 
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注意障害 

和田義明  

区西南部高次脳機能障害者支援及事業「専門的リハビリテーションの充実」症例検討会 2015.10.6 

 

認知症の診断と治療-アルツハイマー病とレビー小体型認知症について- 

和田義明  

第 2 回世田谷区医師会医療連携定期学術講演会 2015.10.14 

 

脳卒中の理解とその回復に向けたリハビリテーションについて～家族が知っておくべきこと～ 

和田義明  

ベネッセ地域医療セミナー 2015.11.14 

 

認知症にはタイプがある 

和田義明  

玉川病院第 1 回市民公開講座 2015.12.11 

 

抗血栓療法と頭蓋内出血 

和田義明  

城南地区 Core member meeting 2016.2.2 

 

認知症の初期の症状 

和田義明  

認知症について語る会 in 世田谷 2016 2016.2.16 

 

脳卒中の克服 リハビリ・在宅期の生活について 

和田義明  

玉川病院公開講座 2016.3.19 

 

【座長・司会】 

巨島文子 「パーキンソン病の嚥下障害」 

和田義明 

第 7 回城南 PD 治療懇話会 2015.4.22 

 

パネルディスカッション「抗血小板と抗凝固薬 併用の現状」 

和田義明 

城南地区 Core Member Meeting  2015.5.11 

 



10 

 

石川 篤 大塚裕子 高次脳機能障害の支援と対応－作業療法士の視点から－」 

 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 2015.5.19 

 

星野晴彦 特別講演 1 「Microbleeds の臨床的意義」 

和田義明 

Jonan Stroke Forum 2015  2015.6.19 

 

ディベートセッション 

和田義明  

第 1 回お茶の水パーキンソン病フォーラム 2015.6.30 

 

平成 27 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事業 「専門的リハビリテーションの充実」2015.10.6 

 

福田幾夫 「脳神経疾患の VTE 予防と治療の問題点」 

和田義明 

SPAF/VTE  Joint Forum for Brain Region  2015.10.30 

 

道川 誠 「歯周病・咀嚼機能低下がアルツハイマー病の分子病態・認知機能に及ぼす影響」 

和田義明  

第２回世田谷認知症ケア研究会 2015.11.13 

 

藤山美由紀「高次脳機能障害の支援ケア」 

和田義明 

平成 27 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事業 「専門的リハビリテ

ーションの充実」2016.1.12 

 

平成 27 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事業 「専門的リハビリテーションの充実」2016.2.17 

 

竹谷 泰「認知症の予防」 

和田義明 

AD Conference in 世田谷 2016.3.7 
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【学会発表】 

当院のステム選択と設置 

加瀬雅士 

Great Expectation Symposium 2015.4.4 

 

Acetabular cup placement in total hip arthroplasty for DDH patients 

松原正明 

Corail Symposium 2015.4.11 

 

Acetabular Cups 

松原正明 

Biomet Hip Symposium 2015.4.25 

 

Diagnosis and treatment of periprosthetic joint infection 

松原正明 

Biomet Hip Symposium 2015.4.25 

 

人工股関節ステムの長期経過 FEA 予測解析法の確立 

松原正明 

新潟大学工学部との合同研修会 2015.5.9 

 

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 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.5.21-24 

 

大腿骨転子部骨折術後の深部静脈血栓症予防に関する前向き無作為比較試験 

加瀬雅士 他 

第 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.5.21-24 

 

外転拘縮に対する人工股関節置換術 

 木村晶理 他 

第 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.5.21-24 

 

大腿骨頚部骨折術後の VTE 予防法とその効果について（前向き無作為比較） 

 山田 淳 他 

第 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.5.21-24 
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Factors Affecting Progression Of Posterior Pelvic Tilt Angle After Total Hip Arthroplasty  

松原正明 他 

第 16 回 EFORT（ヨーロッパ整形外科学会） 2015.5.27-29 

 

国内における大腿骨ステムデザインの現況と大腿骨形態に応じた選択基準 

松原正明 

Smith & Nephew Japan Hip & Knee Forum 2015 2015.9.26 

 

Usefulness of Hip COMPASS and TARGET in THA  

松原正明、来田太平 

ISTA(International Society for Technology in Arthroplasty ) 2015 2015.10.2 

 

人工股関節における stem 自動設置ソフトの検討 

松原正明、清徳則雄 他   

第 30 回日本整形外科学会基礎学術集会 2015.10.22 

 

CT 画像を用いた寛骨臼の形態調査 

萩尾慎二、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

Modified Watson-Jones（MWJ）アプローチ施行時のステム形状による筋温存の評価について 

山田 淳、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

両側人工股関節置換術における適切な自己血貯血量の検討 

野木圭介、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会  2015.10.30 

 

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、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

cup 設置位置とインピンジメントに関する検討 

加瀬雅士、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

遠視固定型ステムにおける近位構造の違いによる骨反応の比較 



13 

 

兵藤彰信、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

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、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

大腿骨座標系における骨頭中心の 3 次元的な位置が人工股関節全置換術前後にどう変化するか 

木村晶理、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

人工股関節全置換術後患者における Honda リズム歩行アシスト機の導入による効果 

堀井亮太、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.31 

 

THA 後患者セルフエクササイズ実施状況の調査と傾向 

井野瀬 進、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.31 

 

前側方アプローチにおける最小侵襲手術 ～関節包の機能に注目して(シンポジウム） 

小川博之、松原正明 他 

第 21 回日本最小侵襲整形外科学会 2015.11.14 

 

大腿骨近位部骨折術後の骨マネジメント 

 松原正明 

 第 68 回東京股関節研究会 2016.1.22 

 

Bipolar 型セメントスペーサーを用いた人工股関節置換術後感染の治療経験 

 野木圭介 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.26 

 

pelvic discontinuity に対するソケット設置方法の検討 

 萩尾慎二 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.26 

 

SL-plus mia stem の初期固定の 3 次元評価 

 加瀬雅士 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.26 
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セメントレス人工股関節の利点と課題 

 松原正明 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.27 

 

テーパーウェッジ型ステムとツヴァイミューラー型ステムにおけるステム挿入位の検討 

 佐藤 啓 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.27 

 

初回セメントレス THA における寛骨臼骨移植の必要性についての検討 

 兵藤彰信 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.27 

 

過前捻症例における人工股関節置換術 (THA) 前後の内外旋可動域の変化 

 山田 淳 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.27 

 

側臥位 Antero lateral approach (OCM) の特徴と留意点 

 小川博之 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.27 

 

若年者に対するセメントレス THA の長期成績 

 佐藤敦子 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.27 

 

THA 術後 5 年の可動域の推移 

 藤原 鷹 他 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.27 

 

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 

 第 10 回日本 CAOS 研究会 2016.3.24 

 

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 10 回日本 CAOS 研究会 2016.3.24 
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【講演会・シンポジウム】 

大腿骨転子部骨折術後の深部静脈血栓症予防に関する前向きな無作為比較試験 

加瀬雅士 

北水会記念病院研修会 2015.5.9 

 

教育研修講演 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 

第 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.5.22 

 

教育研修講演 THA における合併症対策と克服のヒント -失敗から得られた教訓と改善- 

松原正明 

第 5 回徳島市民病院研修会 2015.6.5 

 

「股関節の痛みに悩んでいませんか？ ～原因・治療・リハビリの視点から～」 

松原正明 

ベネッセ地域医療セミナー 2015.7.18 

 

変形性股関節症の基礎・治療・疼痛管理 

松原正明 

アステラス製薬社内研修会 2015.7.29 

 

股関節痛と股関節部痛 

松原正明 

第 9 回金沢サンセットセミナー 2015.9.5 

 

3 Dimensional Shape of The Dysplastic Femur 

松原正明 

2nd ICJR SEA  2015.9.15 

 

Acetabular Discontinuity - Reconstruction and Results 

松原正明 

2nd ICJR SEA  2015.9.15 

 

下肢の関節疾患の病態と治療 

松原正明 

2015 年度 日本運動器看護学会認定看護師研修会 2015.10.17 

 

進行期股関節症に対する治療戦略 骨切りか人工関節か（パネルディスカッション） 
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松原正明 

第 42 回日本股関節学会学術集会  2015.10.30 

 

教育研修講演 Modified Watson-Jones approach による人工股関節置換術 

松原正明 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.31 

 

THA 術後リハビリテーションにおける現状と課題（シンポジウム） 

菊池佑至、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

THA 後の日常動作獲得に向けた看護支援（看護パネルディスカッション） 

冨宿 希、松原正明 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.31 

 

骨粗しょう症とロコモティブシンドローム 

 山田 淳 

 ベネッセ地域医療セミナー 2015.11.7 

 

人工股関節の歴史と現況 

 松原正明 

 第 6 回 Zimmer hip expert camp 2015.11.21 

 

患者へのインフォームドコンセント 

 松原正明 

 第 6 回 Zimmer hip expert camp 2015.11.21 

 

困難症例への対処法 

 松原正明 

 第 6 回 Zimmer hip expert camp 2015.11.22 

 

整形外科手術におけるチームマネジメント 

 松原正明 

 第 6 回 Zimmer hip expert camp 2015.11.22 

 

Bearing surfaces for Revision Total Hip Arthroplasty: an essential choice 

 松原正明 

 Tribology Day Science and Practice in Japan 2016.1.16 
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成人股関節疾患に対する治療-リハビリを含めた各種治療法の適応と限界- 

 松原正明 

 整形外科臨床を語る会 4th シリーズ 第 4 回 2016.2.23 

 

Considerations For Cup Placement With DDH 

 松原正明 

 第 2 回 CORAIL LEARNING CENTRE 2016.3.12 

 

【座長・司会】 

人工股関節 stem に対する骨反応 

松原正明 

第 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.5.21 

 

シンポジウム 6 人工股関節再置換術における骨盤側骨欠損の対処方法  

松原正明 

第 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.5.22 

 

ナビゲーションシステムを用いた人工股関節置換術 

松原正明 

第 68 回東京股関節研究会 2015.6.26 

 

招請講演 テリパラチド投与終了後の骨粗鬆症治療 

松原正明 

Lifetime Bone Care 2015.8.22 

 

人工股関節再置換術のマネジメント 

松原正明 

第 69 回東京股関節研究会 2015.9.25 

 

Bone Type 別ステム選択戦略 

松原正明 

Smith & Nephew Japan Hip & Knee Forum 2015 2015.9.26 

 

ランチョンセミナー1 

松原正明 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 
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一般演題 THA：アプローチ 

松原正明 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 

 

一般演題 股関節 

 松原正明 

 第 46 回日本関節病学会 2015.11.6 

 

セメント人工股関節置換術 

 松原正明 

 第 61 回東京股関節研究会 2015.11.27 

 

一般演題 

 松原正明 

 Hip Joint Seminar 2015.12.5 

 

Session Ⅳ-CoC Bearing Surfaces in Clinical Practice 

 松原正明 

 Tribology Day Science and Practice in Japan 2016.1.16 

 

ランチョンセミナー 5 

 松原正明 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.26 

 

ランチョンセミナー13 

 松原正明 

 第 46 回日本人工関節学会 2016.2.27 

 

Session 3: Implanting The Cup 

 松原正明 

 第 2 回 CORAIL LEARNING CENTRE 2016.3.12 

 

Session 6:Challenging Case Study Reviews:Corail for Asian Patients 

 松原正明 

 第 2 回 CORAIL LEARNING CENTRE 2016.3.13 

 

股関節「画像評価・3 次元手術支援システム」 

 松原正明 
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第 10 回日本 CAOS 研究会 2016.3.24 

 

 

 

【学会発表】 

末期腎臓病患者に対する冠動脈疾患スクリーニングは予後を改善するか？ 

  常喜信彦、今村吉彦、長谷弘記 他 

  第 58 回日本腎臓学会学術総会 2015.6.7 

 

インド共和国における血液透析の現状 

  井上博満、佐藤佑介、今村吉彦 他 

  第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.26 

 

透析導入期に発症した粟粒結核の一例 

 岩本正照、高橋康訓、今村吉彦  

 第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.26 

 

糖尿病透析予防指導チームによる包括的指導の効果 

今村吉彦、岩本正照、中村理恵 他 

  第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.26 

 

血液透析導入患者における心電図 aVR 誘導の陽性 T 波と生命予後との関連 

松金 愛、今村吉彦、常喜信彦 他 

  第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.27 

 

腹膜透析業務における看護師・臨床工学技士連携の効果 

中村理恵、佐々木 渉、今村吉彦 他 

  第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.28 

     

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、佐々木 渉、今村吉彦 他 

  第 17 回玉川・駒沢透析懇話会 2015.11.14 

     

腹膜透析の外来導入～臨床工学技士の役割～ 

  佐々木 渉、高橋真理子、今村吉彦 他 

  第 21 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2015.11.28 

 

看護師・臨床工学技士が協働することで期待できる効果 
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  中村理恵、佐々木 渉、今村吉彦 他 

  第 21 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2015.11.28 

     

インド共和国における透析医療環境の視察経験 

佐藤佑介、井上博満、中村理恵 他 

第 44 回東京透析研究会 2016.2.21 

 

インド共和国における透析医療環境視察の経験 

佐藤佑介、井上博満、今村吉彦 他 

日本医工学治療学会第 32 回学術大会 2016.3.20 

 

【座長・司会】 

ポスターセッション「心機能」  

今村吉彦 

  第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.28 

 

特別講演 

「脂質異常症におけるロトリガの有効性と安全性に関する検討」 

演者 東北大学医学部 臨床教授 山岸敏夫 

  今村吉彦 

  ω3-PUFA symposium 2015.7.15 

 

一般演題 

「当院における委員会活動の試み」 

演者 柴垣医院自由が丘 理事長 柴垣圭吾 

今村吉彦 

  第 7 回区西南部腎不全医療研究会 2015.10.13 

 

一般演題 

「透析医療における Precision Medicine を考える」 

演者 自衛隊中央病院 第 3 内科部長 久保田孝雄 

今村吉彦 

第 7 回区西南部腎不全医療研究会 2015.10.13 

 

教育講演 

「腎不全と栄養障害～2014 年改定 食事療法基準を踏まえて～」 

演者 東邦大学医学部腎臓学講座 人工透析室教授 酒井 謙 

今村吉彦 
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第 7 回区西南部腎不全医療研究会 2015.10.13 

 

 

 

【学会発表】 

6 分歩行試験(6MWT)における身体活動計(PA 計)の応用 

長 晃平、森田瑞生、小澤志朗 

第 55 回日本呼吸器学会総会 2015.4.17 

 

Lemierre 症候群に類似した敗血症性多発性陰影の一例 

山元聡子、長 晃平、森田瑞生  

 第 4 回城南呼吸器疾患研究会 2015.7.3 

 

気道病変としての特発性縦隔気腫 

山元聡子、長 晃平、森田瑞生 

第 5 回城南気道疾患研究会  2015.11.12 

 

4 月に再発した夏型過敏性肺炎の 1 例 

佐々木優、長 晃平、 森田瑞生 

第 622 回日本内科学会関東地方会 2016.3.12 

 

携帯型ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｷｯﾄ(Thoracic Egg TM;TE)を用いた自然気胸（ＣＯＰＤを含む）に対する 

外来ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ療法の検討 

芳賀高浩  

はなみずき呼吸器セミナー 2016.3.24 

 

【講演会・シンポジウム】 

身体活動計から呼吸器診療を考える 

長 晃平 

第 6 回城南呼吸器疾患研究会 2016.3.4 

 

「治療としての歩行」～歩くこと、ウォーキングについて考える～ 

長 晃平 

第 4 回玉川病院市民公開講座  2016.3.16 
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【学会発表】 

DVT に下大静脈フィルターを留置した一例 

小松洋介、渡邉真規、荒木 正 他 

第 18 回東京心臓病研究会 2015.4.4 

 

The inverse correlation of sympathetic activity and daytime sleepiness in patients with heart failure 

and sleep apnea. 

Hideki Itaya, Jo Aikawa, Mami Nakanishi et al.  

第 79 回日本循環器学会学術集会 2015.4.24 

 

心タンポナーデを契機に発見された心膜腔内腫瘤の一例 

牧野健治、橋本 剛、吉川尚男 他 

第 57 回東京心エコー図研究会 2015.5.30 

 

下大静脈フィルター血栓症に対して NOAC が奏功したヘパリンアレルギー患者の 1 例 

荒木 正、渡邉真規、板谷英毅 他 

第 236 回日本循環器学会関東甲信越地方会 2015.6.20 

 

Patients with idiopathic hypersomnia showed abnormal autonomic cardiac tone during sleep 

compared to narcolepsy. 

板谷英毅、斉藤恒博、杉山重幸 他 

第 40 回日本睡眠学会学術集会 2015.7.3 

 

循環器領域患者の自律神経過緊張が眠気症状に及ぼす影響についての検討 

板谷英毅 

第 9 回東京循環器睡眠呼吸障害研究会 2015.8.8 

 

壁運動異常の回復期に一過性に post systolic shortening を呈したたこつぼ型心筋症の一例 

牧野健治、鈴木真事、吉川尚男 他 

第 63 回日本心臓病学会学術集会 2015.9.20 

 

壁運動異常の回復期に一過性に post systolic shortening を呈したたこつぼ型心筋症の一例 

牧野健治、鈴木真事、吉川尚男 他 

第 26 回日本心血管画像動態学会学術集会 2015.12.9 

 

嚥下性失神患者の確定診断まで可能であった一例 
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坂田隆夫、牧野健治、荒木 正 他 

第 19 回東京心臓病研究会 2016.3.5 

 

【講演会・シンポジウム】 

循環器専門医から見た糖尿病患者管理 

相川 丞  

平成 27 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) 2015.7.12 

 

当院における不整脈診断と治療 

坂田隆夫 

第５回玉川地区医療連携フォーラム 2015.7.25 

 

患者・介護者における自律神経症状とその対策 

坂田隆夫 

認知症特別講座 2015.9.27 

 

呼吸法が生み出す体の変化を見つめる 

坂田隆夫 

調和道秋の大会講演 2015.11.8 

 

呼吸法が生み出す身体の変化について 

坂田隆夫 

健康増進事業特別講座「丹田呼吸法」 2015.12.2 

 

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 

第 2 回玉川病院市民公開講座 2016.1.20 

 

ヘパリンアレルギー患者の下大静脈フィルター血栓症に対する NOAC の使用経験 

荒木 正 

下肢静脈血栓症を考える会 in 世田谷 2016.2.8 

 

動脈硬化と血管年齢 

相川 丞 

ベネッセ地域医療セミナー 2016.2.13 

 

【座長・司会】 

第 18 回東京心臓病研究会 2015.4.4 
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牧野健治 

 

平成 27 年度東京都医師会糖尿病予防推進医講習会(基礎編) 2015.11.15 

相川 丞  

 

第 7 回玉川メタボリック研究会 2016.2.4 

相川 丞 

 

一般演題 5 

牧野健治 

第 19 回東京心臓病研究会 2016.3.5 

 

 

 

【学会発表】 

上行結腸脂肪腫が成人腸重積を来たした 1 例  

三宅 優、永嶋裕司、三浦富宏 

日本消化器病学会関東地方会 2015.12.5  

 

 

 

【学会発表】 

糖尿病性腎症と血糖管理 

岩本正照 

世田谷生活習慣病セミナー 2015.5.21 

 

透析導入期に発症した粟粒結核の一例 

岩本正照、高橋康訓、今村吉彦 密田亜希、三浦妙太 

第 60 回日本透析医学会総会 2015.6.26 

 

糖尿病性腎症と血糖管理 

岩本正照 

玉川砧薬剤師会勉強会 2015.9.26 

 

【座長・司会】 

実臨床におけるトホグリフロジンの使用経験 

岩本正照 

城南糖尿病フォーラム 2015 2015.6.1 
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【学会発表】 

急性に失語症を来した、頭蓋内石灰化を伴う左横静脈洞-S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻の 88 歳女性例   

丸岡浩之、久保寺隆行、平島富美子、林盛人、岩渕聡、和田義明    

第 214 回日本神経学会関東・甲信越地方会 2015.9.5 

 

 

 

【学会発表】 

食道扁平上皮癌における、miRNA を用いた治療応用への可能性 

藤原直人、井上 純、山本信佑 他 

第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16 

 

初期研修医による腹腔鏡下虫垂切除術の検討 

小郷泰一、川村 徹、浅野大輔 他 

第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.18 

 

Stathmin1 高発現症例における Survivin 発現の臨床的意義 

大石陽子、黒田 一、浅野大輔 他 

第 23 回 日本乳癌学会学術総会 2015.7.2-4 

 

食道扁平上皮癌に有用な腫瘍抑制性 microRNA. 

藤原直人、井上 純、谷本幸介 他 

第 69 回日本食道学会学術集会 2015.7.3 

 

超高齢者に対する腹部手術リスク因子の検討 

小郷泰一、浅野大輔、野谷啓之 他 

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.17 

 

当院における外科医のがん在宅医療への関わり 

大石陽子、遠矢純一郎、森 深幸 他 

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 

 

縦隔内胃穿通を合併した巨大食道裂孔ヘルニアの１例 

藤原 鷹、小郷泰一、浅野大輔 他 

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26 
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超高齢化地域における高齢者胃癌手術の現状 

小郷泰一、浅野大輔、野谷啓之 他 

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 

 

食道裂孔ヘルニアに縦隔内胃穿孔を合併した 1 例 

藤原 鷹、浅野大輔、小郷泰一 他 

第 24 回御茶の水消化器セミナー 2016.3.26 

 

【座長・司会】 

ポスター討議 76.外科治療 その他③ 

大石陽子 

第 23 回日本乳癌学会学術総会 2015.7.3 

 

 

 

【学会発表】 

サイトメガロウイルス虹彩炎へのガンシクロビル硝子体内注射の効果に関する探索的研究 

福田祥子、高瀬 博、宮永 将 他  

第 69 回日本臨床眼科学会 2015.10.23 

 

網膜静脈分枝閉塞に対する抗血管内皮増殖因子製剤の効果の検討 

福田祥子、二神 創 

第 15 回世田谷区医師会医学会 2015.12.5 

 

【講演会・シンポジウム】 

高齢者と眼の病気 

二神 創 

第 3 回玉川病院市民公開講座 2016.2.20 

 

高齢者と眼の病気 

 二神 創 

ベネッセ地域医療セミナー 2016.3.20 

 

 

 

【学会発表】 

Birt-Hogg-Dubé 症候群２４例における皮膚症状の病理学的検討 

岩渕千雅子、根岸亜津佐、栗原正利 他  
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第 113 回日本皮膚科学会総会 2015.5.30 

 

Birt-Hogg-Dubé(BHD) 症候群の 2 家族例 

根岸亜津佐、岩渕千雅子、栗原正利 他 

第 861 回日本皮膚科学会東京地方会(合同臨床地方会) 2015.7.11 

 

肺病変で Birt-Hogg-Dubé 症候群が疑われた３０例における皮膚病変の検討 

岩渕千雅子, 根岸亜津佐、栗原正利 他 

第 19 回日本気胸•嚢胞性肺疾患学会総会 2015.9.5 

 

顔面の多発性丘疹 

根岸亜津佐 

第 44 回城南皮膚臨床勉強会 2015.10.6 

 

顔面に forehead and scalp plaques を有した結節性硬化症（TSC）の 1 例 

根岸亜津佐、岩渕千雅子 

第 864 回日本皮膚科学会東京地方会 2015.12.19 

 

【講演会・シンポジウム】 

皮膚病変からみた BHD（Birt-Hogg-Dubé） 症候群の研究 

岩渕千雅子 

玉川 Joint Meeting 2015.4.20 

 

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」 2015.5.1 

 

分子標的薬による皮膚障害 

岩渕千雅子 

玉川病院がん勉強会 2016.1.26 

 

 

 

【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 103 回日本泌尿器科学会総会 2015.4.20 
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当院におけ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 80 回日本泌尿器科学会東部総会 2015.9.26 

 

当院における膿腎症に対する尿管ステント留置の成績 

小林 剛、田中将樹、五十嵐一真 

第 619 回日本泌尿器科学会東部地方会 2015.12.3 

 

 

 

【学会発表】 

妊婦に対する食生活指導の効果についての検討 

田尻下玲子、瀧本秀美、金子 均 他 

第 67 回日本産婦人科学会学術講演会 2015.4.10 

 

 

 

【学会発表】 

全身麻酔下人工股関節全置換術におけるフルルビプロフェンアキセチルとアセトアミノフェンの術後鎮

痛効果に関する検討 

 朝木千恵、 安田誠一、田尻美香 他 

 日本麻酔科学会第 62 回学術集会 2015.5.28 

 

高度低血圧を呈して診断に難渋した皮膚症状を合併しないプロポフォールアナフィラキシーの一例 

 上田直美、宮崎修子、増田智重 他 

 日本麻酔科学会第 62 回学術集会 2015.5.29 

 

 

 

【学会発表】 

アサーティブトレーニングとその効果～コミュニケーション能力向上をめざして～ 

藤井沙織 他 

第 65 回日本病院学会 2015.6.18-19 

 

腹膜透析業務における看護師・臨床工学技士連携の効果 

中村理恵、藤井沙織 他 

 第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.25-28 
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気胸患者におけるデジタルモニタリングシステム（トパーズ®）に 

よるドレナージ管理の検討-看護の視点から- 

中村節子 

第 46 回日本看護学会－急性期看護学術集会 2015.9.29-30 

 

動画を用いた術前訪問の効果～患者の不安軽減について～ 

大森祐子、浅野博子 

第 29 回日本手術学会 2015.10.9-10 

 

効果的な術前オリエンテーションの検討 

 北畠美和、冨宿 希、新居久子 他 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.29-31 

 

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 21 回日本腹膜透析医学会学術集会 2015.11.29 

 

病院と地域をつなぐ看護の役割～地域包括ケア病棟の開設を経験して～ 

藤原美佐江、齋藤樹里 

第 15 回世田谷区医師会医学会地域包括ケア 2015.12.5 

 

病院と地域をつなぐ看護の役割～地域包括ケア病棟の開設を経験して～ 

信上まり子 他 

第 49 回東京都看護協会看護研究学会 2016.1.23 

 

【講演会・シンポジウム】 

これからの熱中症対策とAEDの使用方法 

永山 勇 

二子玉川スポーツ少年団 2015.6.27 

 

腹膜透析 看護 

中村理恵 

テルモ（株）腎不全看護セミナー 2015.7.12 

 

おうちで実践！ 床ずれ予防と高齢者のスキンケア 

 木幡典子 

 ベネッセ地域医療セミナー 2015.8.8 
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勤務環境改善の取り組み事業 

嘉茂すみ代 

日本能率協会総合研究所 2015.8.24 

 

玉川病院における、プライムウォッシュ薬用洗浄料の導入事例 

横溝直子 

Medical SARAYA 2015.8 

 

看護師定着を目指した勤務環境改善の取り組み、病院で行う再就業支援 

嘉茂すみ代 

千葉県内病院看護管理者研修会 2016.2.10 

 

准看護師と社会の動き 

 東 須美江 

 東京都看護協会 2016.2.18 

 

 

 

【学会発表】 

6 施設共同での循環器病棟担当薬剤師向け服薬指導マニュアルの作成とその評価 

 清水忠洋、榎木瑞穂、小河原由佳 他 

 第 25 回日本医療薬学会年会 2015.11.23 

 

【講演会】 

医薬品安全使用マニュアル－改訂と内容― 

 川崎智子 

2015 年度第１回医療安全セミナー 2015.7.10、15 

 

くすりと医療安全 

 松本雄介 

看護復職支援講習会（3 回/年） 

 

「薬局・薬剤師在宅支援促進事業」無菌調製技能習得研修会   

松本雄介（実習講師） 

東京都委託事業 2016.3.13 

 

【座長・司会】 

眼構造・機能と眼疾患講演会.白内障模擬研修会 



31 

 

 松本雄介 

東京都病院薬剤師会中小病院実務研究会 2015.7.4 

 

知って得する！薬剤師の病棟業務はじめの一歩： 

脂肪乳剤の使い方、静脈炎と血管外漏出、基礎から学ぶ、注射薬・輸液の配合変化 

 松本雄介 

東京都病院薬剤師会中小病院実務研究会 2016.1.23 

 

第 2 回輸液投与及び抗がん剤調製についての研修会 

 松本雄介 

東京都病院薬剤師会中小病院実務研究会 2016.3.5 

 

 

 

【学会発表】 

CT における心電同期撮影-retrospective gating 法- 

菅野将敏  

公益財団法人日産厚生会第 2 回医学フォーラム 2016.2.27 

 

 

 

【学会発表】 

Second look US の重要性を再認識させられた右乳癌の一例 

尾脇小百合、大石陽子 

第 14 回 BREAST IMAGING-Setagaya  2015.11.19 

 

 

 

【学会発表】 

人工股関節全置換術後患者での「歩行アシスト」有用性の検討－装着アンケート調査と三次元加速度セン

サを用いた歩行解析－ 

廣瀬幸子 

第 50 回日本理学療法学術大会 2015.6.5 

 

地域包括ケア病棟における取組み 

五十嵐麻子 

第 50 回日本理学療法学術大会 2015.6.7 
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THA 術後患者に対する歩行アシスト機の使用の効果 

堀井亮太 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.31 

 

THA 術後患者のセルフエクササイズ実施状況の調査と傾向 

伊野瀬進 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.31 

 

「地域包括ケア元年 現状の取り組みと今後の課題」 回復期リハビリ病院について語ろう 

奥秋由香莉 

区西南部西部ブロック学術集会  2015.11.8 

 

異なる杖操作リズムが３動作歩行の歩行速度および歩行パターンに及ぼす影響 

内藤真也 

第 2 回日本基礎理学療法学会学術大会 

日本基礎理学療法学会第 20 回学術大会合同学会  2015.11.14-15 

 

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 

堀田清夏 

日産厚生会第 2 回医学フォーラム  2016.2.27 

 

【講演会・シンポジウム】 

終末期の呼吸リハ 

千葉哲也 

川崎呼吸リハケアネット 2015.9.26 

 

退院後に高次脳機能障害が生活上問題となった事例 

松本容子 

区西南部高次脳機能障害支援センター事業  2015.10.6 

 

楽な呼吸を目指した呼吸 PT 

千葉哲也 

東京呼吸療法セミナー  2015.10.25 

 

THA 術後患者の歩行へのアプローチ（シンポジウム） 

菊池佑至 

第 42 回日本股関節学会学術集会 2015.10.30 
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呼吸リハのポイント   

千葉哲也 

横浜市リハ研修会 2015.11.17 

 

ALS のリハ 

千葉哲也 

ALS 協会西北ブロック 2015.11.21 

 

リハ職への視点 

千葉哲也 

世田谷区地域支援課総合支援事業 2016.1.21 

 

注意障害の評価について 

門脇 優 

区西南部高次脳機能障害支援センター事業  2016.2.17 

 

小児の訪問リハ 

千葉哲也 

八王子医師会主催訪問看護研修  2016.2.20 

 

28 診療報酬改定 

千葉哲也 

永生会 合同勉強会  2016.2.25 

 

在宅重症者のリハビリテーション 

千葉哲也 

ソウル理学療法士学会  2016.3.19-21 

 

【座長】 

社会人基礎力について 

千葉哲也 

第 50 回日本理学療法学術大会  2015.6.5-7 

 

【講義】 

新人看護師オリエンテーション（摂食・嚥下障害） 

福井宏子 

玉川病院  2015.4.10 
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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  2015.12.8 

 

臨床実習に向けて（一般病院） 

千葉哲也 

東京衛生学園（東京・東京衛生学園）  2015.12.16 

 

リハビリテーション隣接領域（作業療法について）  

松本容子 

東都リハビリテーション学院  2015.12.16-17 

 

 

 

【学会発表】 

酸素流量計によるインシデントの対策 

 真島友紀恵、相良 文、井上博満 他 

第 23 回東京都臨床工学会 2015.5.17 

 

酸素流量計管理方法の改善に向けた試み 

 相良 文、真島友紀恵、井上博満 他 

第 25 回日本臨床工学会 2015.5.23 

 

人工股関節全置換術における自己血回収装置の回路クラック経験 

 元良俊太、井上博満 

第 90 回日本医療機器学会大会 2015.5.30 

 

電動ベッドの誤操作により恒圧式酸素流量計が破損した事例 

 井上博満、相良 文、嘉茂すみ代 他 

第 17 回日本医療マネジメント学会学術総会 2015.6.12 

 

電動ベッド誤操作によるインシデントへの対策 

 相良 文、遠藤愛美、井上博満 他 

第 65 回日本病院学会 2015.6.19 

 

インド共和国における血液透析の現状 

 井上博満、佐藤佑介、今村吉彦 他 

第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.26 
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腹膜透析の外来導入 ～臨床工学技士の役割～ 

 佐々木渉、井上博満、今村吉彦 他 

第 21 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 2015.11.28 

 

インド共和国における透析医療環境の視察経験 

 佐藤佑介、井上博満、今村吉彦 他 

第 36 回東京透析研究会 2016.2.21 

 

インド共和国における透析医療環境視察の経験 

 佐藤佑介、井上博満、今村吉彦 他 

日本医工学治療学会第 32 回学術大会 2016.3.20 

 

【講演会・シンポジウム】 

人工呼吸器のモードってなに!? 

 相良 文 

TMCE 東日本 フレッシュマンセミナー 若手のための呼吸・循環・代謝セミナー 2015.7.5 

 

Greeting and Introduction of Tamagawa Hospital 

 Hiromitsu Inoue 

Joint information sessions JULY 2015 2015.7.6 

 

About Dialysis Outline in Japan 

 Yusuke Sato 

Joint information sessions JULY 2015 2015.7.6 

 

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 27 年度医療機器安全基礎講習会 2015.7.11、26 

 

Subsidy Project: Overview of Training program 

 Hiromitsu Inoue 

Indo-Japanese Dialysis Medical Technician and Nurses Training Program Summit 2015.12.4 

 

Review from ME point of view 

 Yusuke Sato 

Indo-Japanese Dialysis Medical Technician and Nurses Training Program Summit 2015.12.4 
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【座長・司会】 

都民公開講座 生命を守る –災害医療派遣チーム DMAT- 

 井上博満 

第 23 回東京都臨床工学会 2015.5.17 

 

ランチョンセミナー 守るべき輸液ポンプの安全対策と新たな安全・効率運用への試み 

 井上博満 

第 6 回関東臨床工学会 2015.9.13 

 

 

 

【講演会・シンポジウム】 

医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの実践・研究報告 

額川啓子 

埼玉県医療社会事業協会第 21 回学会  2015.6.6 

 

医療・介護ができること 

額川啓子 

認知症について語る会 2016 世田谷 2016.2.13 

 

 

 

【講演会・シンポジウム】 

ニューモシスチス肺炎合併で診断された若年ＡＩＤＳ患者の１例 

小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2015.4.17 

 

空洞を伴う多発結節性陰影―肺ランゲル細胞組織球症― 

 小澤志朗 

玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2015.5.22 

 

小細胞肺癌（ＳＣＬＣ） 

 小澤志朗 

 玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2015.9.18 

 

ピロリ菌と胃癌＝ＡＢＣ検診を含め＝ 

 小澤志朗 

 第 40 回玉川高島屋健康セミナー 
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膠原病（皮膚筋炎）に合併する間質性肺炎―抗ＡＲＳ抗体症候群― 

 小澤志朗 

 玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2015.11.20 

 

石綿関連疾患－石綿肺癌－ 

 小澤志朗 

 玉川医師会胸部Ｘ-Ｐ読影会 2016.2.19 

 

鍼灸治療の特性と適応－アンケート調査をもとに－ 

 藤島功司 

 日産厚生会第 2 回医学フォーラム 2016.2.27 

 

公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院 

 

 

【学会発表】 

甲状腺機能亢進症を呈した甲状腺がんの 1 例 

佐々木憲裕 

第 58 回日本甲状腺学会学術集会 2015.11.6 

 

Toxic thyroid carcinoma(ToxTCa) の 2 症例  

佐々木憲裕 

千葉大学第 2 内科例会 2016.2.11 

 

インフルアウトブレイクの発生と対応 2015 年 1 月・3 月 

中台 昭 

第 2 回日産厚生会医学フォーラム 2016.2.27 

 

【講演会・シンポジウム】 

五月病について 

遠山正博 

佐倉警察署 2015.4.8 

 

受動喫煙について  

遠山正博 

佐倉警察署 2015.5.13 
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食中毒について  

遠山正博 

佐倉警察署 2015.6.10 

 

熱中症について  

遠山正博 

佐倉警察署 2015.7.8 

 

睡眠について  

遠山正博 

佐倉警察署 2015.8.12 

 

症候論概説 2015 

佐々木憲裕 

イオン・ハピコム人材総合研修機構 2015.9.6、 9.13、 9.27   

 

VDT 症候群  

遠山正博 

佐倉警察署 2015.9.9 

 

経管栄養中の下痢対策としてできることを考える 

高田美里 

脳卒中と栄養セミナー 2015.10.9 

 

インスリン療法に関して 

佐々木憲裕 

MSD 株式会社   2015.10.10 

 

AED について  

遠山正博 

佐倉警察署 2015.10.14 

 

糖尿病のアウトカム 

佐々木憲裕 

協和発酵キリン株式会社  2015.10.20 

 

SGLT2 阻害剤について 
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佐々木憲裕 

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社   2015.10.26 

 

ノロウイルスとインフルエンザ  

遠山正博 

佐倉警察署 2015.11.11 

 

Marine-Lenhart 症候群の 1 例 

佐々木憲裕 

第 7 回 Narita Inzai Sakura Endocrinology Conference  2015.11.12 

 

適正な飲酒  

遠山正博 

佐倉警察署 2015.12.16 

 

糖尿病のキーワード 

佐々木憲裕 

武田薬品株式会社 2016.1.1 

 

生活習慣病について  

遠山正博 

佐倉警察署 2016.1.13 

 

病理と予防～シニア世代のかかりやすい病気～  

遠山正博 

佐倉市民カレッジ講義 2016.2.9 

 

健康管理～花粉症～  

遠山正博 

佐倉警察署 2016.2.10 

 

メンタルヘルス～異動後の心の健康・五月病～  

遠山正博 

佐倉警察署 2016.3.2 

 

ＦＨ(家族性高コレステロール血症)症例の臨床経過 動脈硬化症関連実験 

佐々木憲裕 

アストラゼネカ株式会社、アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社 2016.3.16                                                       
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【講演会・シンポジウム】 

療養病床での地域連携について（シンポジスト） 

本澤葉留美 

日本病院薬剤師会関東ブロック第 45 回学術大会 2015.8.2 

 

回復期病棟での薬剤シートの活用 （シンポジスト） 

本澤葉留美 

第 7 回千葉県脳卒中連携の会薬剤師分科会 2016.2.14 

 

互いに考える薬薬連携について モデル地区（ 佐倉・君津・山武・八千代・松戸）（シンポジスト） 

本澤葉留美 

千葉県病院薬剤師会第 3 回医療連携シンポジウム 2016.3.13 

 

【座長・司会】 

千葉県女性薬剤師会総会後の講演会 

本澤葉留美 

千葉県女性薬剤師会 2015.5.11 

 

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 2015.9.14 

 

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 2016.2.14 

 

一般演題 

本澤葉留美 

日産厚生会第 2 回医学フォーラム 2016.2.27 

 

 

 

【学会発表】 

当院リハビリテーション室の医療安全への取り組み～KY 活動を通じて～ 

足立明久 

日産厚生会第 2 回医学フォーラム 2016.2.27 
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【学会発表】 

水虫（白癬菌）の改善に対するアロマの効果 

齊藤美智子 

日産厚生会第 2 回医学フォーラム 2016.2.27 

 

白ごま油を使用した口腔ケア～乾燥・口臭軽減を目指して～ 

大森晴美 

日産厚生会第 2 回医学フォーラム 2016.2.27 

 

【講演会・シンポジウム】 

新人看護職員研修 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 2015.11.2 

 

診療報酬と看護 物品管理と経済効果 

青木富士子 

千葉県看護協会 新人看護職員研修 2015.11.2 

 

地域包括ケアシステム～慢性期の立場から～ 

伊藤恵美 

千葉県看護協会 印旛地区部会 第 2 回研修会 2015.11.21 

 

【座長・司会】 

伊藤恵美 

千葉県民間病院協会 看護研修会 2015.12.22 

 

 

 

【講演会・シンポジウム】 

地域における回復期・療養病床の現状と今後 

成田 薫 

第 5 回佐倉医療連携学術フォーラム、2016.2.6 
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公益財団法人日産厚生会 佐倉ホワイエ 

【学会発表】 

他職種と連携で不穏・活動性が改善した症例 

 國府田香保 

日産厚生会第 2 回医学フォーラム 2016.2.27 

 

 

公益財団法人日産厚生会診療所 

【講演会・シンポジウム】 

生活習慣病の成因について 

 青山 弘 

川崎近海汽船＝健康セミナー 2015.4.2 

 

体と心のメンテナンス 

 松本古奈木 

日油川崎事業所＝健康講演会 2015.4.23 

 

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東京業務センター＝健康セミナー 2015.6.18 

 

職場における熱中症対策 

 青山 弘 

東電タウンプランニング＝健康セミナー 2015.7.1 

 

ストレスチェック制度について 

 青山 弘 

東邦物産＝健康セミナー 2015.8.26 

 

メンタルヘルス研修 

松本古奈木 

NOF メタルコーティングス＝健康講演会 2015.9.7 

 

長時間労働による健康障害 

 青山 弘 

ネオファースト生命＝健康セミナー 2015.9.9 
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健康診断・ストレスチェックについて 

松本古奈木 

東洋製罐テクニカル本部＝健康講演会 2015.10.1 

 

ストレスチェックとセルフケア 

 松本古奈木 

昭和電工ガスプロダクツ＝健康講演会 2015.10.17 

 

過重労働による健康障害の予防と対策 

 青山 弘 

メフォス＝健康セミナー 2015.10.19 

 

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 2015.10.29 

 

職場における健康管理 

 青山 弘 

東罐興業＝健康講演会 2015.11.25 

 

睡眠障害について 

 青山 弘 

DTS 東京本社＝健康セミナー 2015.11.27 

 

職場におけるメンタルヘルス対策 

 青山 弘 

テプコカスタマーサービス本社＝健康セミナー 2016.2.26 

 

医療専門職のいない事業所における産業医としての健康課題への取り組み 

 松本古奈木 

日産厚生会第 2 回医学フォーラム 2016.2.27 

 

 


