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 掲 載 基 準 目　次
【対象】　 消化器内科 03

　　　・著者・講演者などのうち少なくとも一人が医療法人豊田会の常勤職員であること。 呼吸器内科 04
　　　・職員が職員向けに行う講演は含まない。 腎臓内科 05
　　　・各職員届出の「出張届け」が受理され、「報告」を行っているものであること。 糖尿病・内分泌内科 06

　　　　　（Cの著書・論文は除く） 脳神経内科
【期間】 消化器外科 07

2019年4月1日～2020年3月31日 呼吸器外科 08
【分類】 乳腺・内分泌外科

業績は以下のように分類し、指定された書式に従って記載する。 循環器センター（心臓血管外科） 09
整形外科／リウマチ科 10
皮膚科 11
泌尿器科 12
産婦人科 13
耳鼻咽喉科 14
眼科 

【書式】 歯科・歯科口腔外科 15
演題名・題名／発表者・執筆者（共同者）／会名・掲載誌名／発表年月・掲載年月など リハビリテーション科（診療部）
※分類D・Eについては、企業の社内教育は除く。 放射線診断科／放射線治療科 16
※分類Eは、県内や周辺市町村、近隣病院、地元の医師会で行う講演活動を掲載する。 麻酔科／救急・集中治療部 17

薬剤部 18
臨床検査・病理技術科 19
放射線技術科 20
リハビリテーション科（診療技術部） 22
臨床工学科 24
看護部 25
患者サポートセンター（総合相談室） 26
安全環境管理室
刈谷豊田東病院 27
高浜豊田病院

分類 A B C D E
主催規模 学会 研究会 著書・論文 講演会・講習会・研修会 地域貢献活動
国際 〇 〇 〇 〇 -
全国 〇 〇 〇 〇 -
地方 〇 〇 〇 〇（地域貢献活動）に掲載 〇
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消化器内科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

潰瘍性大腸炎増悪との鑑別困難な5-ASAアレルギー症例の臨床
的検討

福沢一馬、 濵島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
神田裕大、竹内一訓、二村侑歩、吉川幸愛

第117回　日本内科学会総会 2020年6月

原因不明の大腸炎からクローン病と診断されたIgA腎症合併クロー
ン病の1例

吉川幸愛、濵島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
神田裕大、竹内一訓、福沢一馬、二村侑歩

第117回　日本内科学会総会 2020年8月

IBDにおけるAzathioprine（AZA）使用時の6-thioguanine nucleotides
（6-TGN）濃度のモニタリングの有用性の検討

竹内一訓、濵島英司 第106回　日本消化器病学会総会 2020年8月

当院のIBD症例におけるVedolizumab使用例の臨床的検討 福沢一馬、濵島英司 第28回　日本消化器関連学会週間 2020年11月

当院における切除不能肝細胞癌に対する分子標的薬の治療成績
の検討

二村侑歩、仲島さより、井本正巳 第28回　日本消化器関連学会週間 2020年11月

当院で経験したinflammatory bowel disease unclassified（IBDU）の2
例

二村侑歩、濵島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
神田裕大、竹内一訓、福沢一馬、吉川幸愛、光松佑時

第63回　日本消化器内視鏡学会東海支部例会 2020年12月

Cronkhite-Canada syndrome発症12年後に診断された早期胃癌の1
例

佐藤宏樹、神岡諭郎、濵島英司、中江康之、仲島さより、久野剛史、
神田裕大、竹内一訓、福沢一馬、二村侑歩、吉川幸愛、光松佑時、
井本正巳

第63回　日本消化器内視鏡学会東海支部例会 2020年12月

抗TIF-1γ抗体陽性皮膚筋炎発症により診断された早期胃癌の1例
竹市絵里花、神岡諭郎、濵島英司、中江康之、仲島さより、
久野剛史、神田裕大、竹内一訓、福沢一馬、吉川幸愛、二村侑歩、
光松佑時、伊藤誠

第63回　日本消化器内視鏡学会東海支部例会 2020年12月

胆道鏡と小腸内視鏡のランデブー治療を行った術後胆管狭窄の1
例

竹内一訓、中江康之、濵島英司、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
福沢一馬、吉川幸愛、光松佑時

第243回　日本内科学会東海地方会 2021年2月

比較的稀な消化管原発濾胞性リンパ腫の1例
小木曽拓也、濵島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、
久野剛史、竹内一訓、福沢一馬、吉川幸愛、光松佑時

第243回　日本内科学会東海地方会 2021年2月

肝内胆管に発生した乳頭腺癌の1例
光松佑時、中江康之、濵島英司、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
竹内一訓、福沢一馬、吉川幸愛、伊藤誠

第243回　日本内科学会東海地方会 2021年2月

比較的稀な大腸腸間膜リンパ管腫の1例
亀島祐貴、濵島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
竹内一訓、福沢一馬、吉川幸愛、光松佑時

第243回　日本内科学会東海地方会 2021年2月

急激なダイエットで発症した若年男性の上腸間膜動脈症候群に伴う
特発性縦隔気腫の1例

川嶋裕人、神岡諭郎、濵島英司、中江康之、仲島さより、久野剛史、
竹内一訓、福沢一馬、吉川幸愛、光松佑時

第243回　日本内科学会東海地方会 2021年2月

3 / 28



<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

大腸内視鏡検査の前処置に関する考察 久野 剛史
大腸内視鏡検査に関わる医療安全情報WEBセ
ミナー

2021年3月

当院内視鏡センターにおける大腸内視鏡検査前の前処置の実際 神谷 優子
大腸内視鏡検査に関わる医療安全情報WEBセ
ミナー

2021年3月

大腸ポリープ切除前の患者説明充実への取り組み 中谷 亜希恵
大腸内視鏡検査に関わる医療安全情報WEBセ
ミナー

2021年3月

大腸内視鏡検査の追加処置軽減への取り組み 早川 都子
大腸内視鏡検査に関わる医療安全情報WEBセ
ミナー

2021年3月

呼吸器内科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

胸腔内穿破により胸水貯留をきたした仮性膵嚢胞の1例 加藤早紀、藤浦悠希、街道達哉、鈴木嘉洋、武田直也、吉田憲生 第117回　日本呼吸器学会東海地方学会 2020年5月

長期投与のメサラジンによる薬剤性肺障害の1例 街道達哉、藤浦悠希、加藤早紀、鈴木嘉洋、武田直也、吉田憲生 第117回　日本呼吸器学会東海地方学会 2020年5月

前胸壁の放射線性皮膚障害を起因とした喀血の1例
近藤正樹、藤浦悠希、街道達哉、加藤早紀、鈴木嘉洋、
武田直也、吉田憲生

第117回　日本呼吸器学会東海地方学会 2020年5月

出現と消退を繰り返す高度異型気道上皮の1例
街道達哉、武田直也、藤浦悠希、浅野元世、中島国也、加藤早紀、
鈴木嘉洋、吉田憲生、加藤聡之

第43回　日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2020年6月

気管支鏡検査中に左冠動脈の空気塞栓と脳空気塞栓症を来した1
例

中島国也、街道達哉、藤浦悠希、浅野元世、加藤早紀、鈴木嘉洋、
武田直也、吉田憲生、加藤聡之

第43回　日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2020年6月

当院におけるニューモシスチス肺炎の検討
浅野元世、街道達哉、藤浦悠希、中島国也、加藤早紀、鈴木嘉洋、
武田直也、吉田憲生、加藤聡之

第60回　日本呼吸器学会学術総会 2020年9月

PembrolizumabによるTEN(中毒性表皮壊死症)型薬疹の1例
平井俊悟、鈴木嘉洋、藤浦悠希、街道達哉、加藤早紀、武田直也、
吉田憲生

日本内科学会第242回　東海地方学会 2020年10月
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<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

実践に役立つ！胸部単純X線・胸部CTの読影テクニック9．誤嚥性
肺炎

武田直也(著者）、角勇樹（編者） レジデント 71-78（医学出版） 2020年5月

対症療法のみで軽快した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の
一例

武田直也、加藤早紀、岡圭輔、浅野元世、中島国也、鈴木嘉洋、
吉田憲生

日本病院総合診療医学会雑誌2020;16:289-291 2020年8月

Genetic determinants of risk in autoimmune pulmonary alveolar
proteinosis

Saori Sakaue, Etsuro Yamaguchi, Yoshikazu Inoue, Meiko Takahashi,
Jun Hirata, Ken Suzuki, Satoru Ito, Toru Arai, Masaki Hirose, Yoshinori
Tanino, Naoya Takeda, Yukinori Okada

NATURE COMMUNICATINS(2021)12:1032 2021年2月

腎臓内科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

ヒドロキシクロロキンの導入によりステロイド肥満症の改善が得られ
たSLEの一例

萩田 淳一郎、春日井 貴久、神谷 圭介、小池 清美、夏目 唯弘、
舟橋 康治、深谷 直樹、小山 勝志

第64回　日本リウマチ学会総会・学術集会 2020年8月

若年女性の刺青関連ぶどう膜炎合併サルコイド様反応を呈した一
例

小池 清美、萩田 淳一郎、春日井 貴久、神谷 圭介、夏目 唯弘、
舟橋 康治、小山 勝志、深谷 直樹

第64回　日本リウマチ学会総会・学術集会 2020年8月

全身性強皮症に対するステロイド治療中に血球貪食症候群を発症
し、ステロイドパルスで救命し得た一例

春日井 貴久、小山 勝志、神谷 圭介 第64回　日本リウマチ学会総会・学術集会 2020年8月

TMAと補体関連糸球体腎炎の関連が疑われた1症例
萩田 淳一郎、伊藤 祐基、春日井 貴久、近藤 章人、小池 清美、
小山 勝志

第50回　日本腎臓学会東部学術大会 2020年9月

Peritoneal dialysis in acute kidney injury and chronic kidney
disease improve quality of life in a superior vena cava syndrome
with invasive malignant thymoma: A case report

Koike Kiyomi、Kasugai Takahisa、Hagita Junichirou、Kamiya Keisuke、
Kondo Akihito、Koyama Katsushi

第65回　日本透析医学会学術集会 2020年10月

慢性腎臓病におけるタンパク制限食をビタミン欠乏誘発因子として
評価する

小山勝志 第461回　ビタミン協議会 2020年11月
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糖尿病・内分泌内科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

第2子の妊娠を契機に発症したと考えられるABCC遺伝子変異によ
る糖尿病の1例

山口真依、室井紀恵子、長谷川千恵、伊勢村昌也、水野達央
第94回　日本糖尿病学会中部地方会
（若手優秀演題）

2020年9月

SGLT2阻害薬がインスリン抵抗性改善に有用であったWerner症候
群に伴う糖尿病の1例

長谷川千恵、八木崇志、浜田けい子、岩本暁子、清水優希、栫 昭太、
竹田勝志、小山博之、青谷大介、横手幸太郎、田中智洋

第94回　日本糖尿病学会中部地方会 2020年9月

<地域貢献活動>
演題名 氏名 講演会(主催)名・講演会名 年月

2型糖尿病のベース薬としてのメトホルミン 水野達央 DiaMond Web Seminar in 桜山 2020年11月

脳神経内科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

高ホモシステイン血症を伴った多発脳梗塞の一例
深沼雄飛、池田昇平、築地　諒、林　直毅、松井克至、松尾幸治、
丹羽央佳

第157回　日本神経学会東海北陸地方会 2020年6月

交通事故を契機に発見されたMarchifava-Bignami病の1例
竹市絵里花、林　直毅、築地　諒、松井克至、松尾幸治、竹内一訓、
濵島英司、丹羽央佳

第243回　日本内科学会東海地方会 2021年2月

痙攣重積後に進行性限局性の大脳萎縮を認めたlate-onset
Rasmussen脳炎の1例

林　直毅、築地　諒、松井克至、松尾幸治、野平翔太、西澤俊久、
伊藤　誠、高橋幸利、丹羽央佳

第159回　日本神経学会東海北陸地方会 2021年3月
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消化器外科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

進行下部直腸癌に対するロボット下直腸周囲臓器合併切除術
小林建司、藤井善章、上田晶彦、細川　真、木村　将、上原崇平、
辻　恵理、齋藤正樹、高嶋伸宏、宮井博隆、山本　稔、田中守嗣

第120回　日本外科学会定期学術集会 2020年8月

直腸びまん性血管腫に対しロボット支援下直腸定位前方切除を施
行した1例

山本誠也、小林建司、藤井善章 第120回　日本外科学会定期学術集会 2020年8月

80歳以上大腸癌症例に対する治療成績と課題
Results and Problems for Patients with Colorectal Cancer over 80
years old in our hospital

小林建司、藤井善章、上田晶彦、木村　将 、上原崇平、辻　恵里、
斎藤正樹、宮井博隆、山本　稔、田中守嗣

第75回　日本消化器外科学会総会 2020年12月

腹腔鏡下手術を行った完全内蔵逆位に合併した上行結腸癌の1例
木村　将、小林建司、藤井善章、上田昌彦、上原崇平、齊藤正樹、
宮井博隆、山本　稔、田中守嗣

第55回　愛知臨床外科学会 2021年2月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

Ascending colon cancer accompanied by tumor thrombosis in
thesuperior mesenteric vein: A case report

Yoshiaki Fujiia,∗, Kenji Kobayashia, Sho Kimuraa, Shuhei Ueharaa,
Shuji Takiguch

International Journal of Surgery Case Reports
73 (2020) 239–243

2020年7月

Indications for lateral lymph node dissection in patients with rectal
neuroendocrine tumors: A case report and review of the literature

YOSHIAKI FUJII1, KENJI KOBAYASHI1, SYO KIMURA1, SHUHEI
UEHARA1, HIROTAKA MIYAI1 and SHUJI TAKIGUCHI2

MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 2021年2月

Delta‑shaped overlap anastomosis in laparoscopic colectomywith
mechanical closure of the enterotomy

Y. Fujii1 · K. Kobayashi1 · S. Yamamoto1 · S. Kimura1 · H. Miyai1 ·
T. Hayakawa1 · S. Takiguchi2

Techniques in Coloproctology 2021年3月
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呼吸器外科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

迷走神経ー横隔神経吻合再建を行った胸腺腫の一切除例 鈴木あゆみ、雪上晴弘、細川　真、山田　健 第63回　関西胸部外科学会学術集会 2020年6月

臨床診断と病理診断の比較から考える原発性肺癌に対する根治的
縮小手術

鈴木あゆみ、雪上晴弘、細川　真、山田　健 第120回　日本外科学会定期学術集会 2020年8月

胸腔鏡下複雑区域切除術施行例の検討 雪上晴弘、鈴木あゆみ、山田　健 第120回　日本外科学会定期学術集会 2020年8月

Nodal upstageを認めた小型肺癌手術症例の検討 雪上晴弘、鈴木あゆみ、細川　真、山田　健 第37回　日本呼吸器外科学会学術集会 2020年9月

肺癌に対する再手術をcVATSで完遂するための工夫 鈴木あゆみ、雪上晴弘、細川　真、山田　健 第37回　日本呼吸器外科学会学術集会 2020年9月

若年者自然気胸手術時の断端被覆法変更による再発率の変化 雪上晴弘、鈴木あゆみ、山田　健 第24回　日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2020年9月

迷走神経-横隔神経吻合再建を行った胸腺腫の一切除例 鈴木あゆみ、雪上晴弘、細川　真、山田　健 第73回　日本胸部外科学会定期学術集会 2020年10月

根治的化学放射線療法、Durvalumabによる維持療法後にsalvage
手術を施行した左鎖骨下動脈浸潤を伴う左上葉肺癌の1例

雪上晴弘、鈴木あゆみ、細川　真、山田　健 第73回　日本胸部外科学会定期学術集会 2020年10月

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

cN1非小細胞肺癌に対するロボット支援胸腔鏡下肺葉切除術 雪上晴弘、鈴木あゆみ、山田　健 第29回　東海呼吸器外科セミナー 2021年1月

乳腺・内分泌外科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

扁平上皮化生を伴う甲状腺乳頭癌の1例 内藤明広、吉本信保 第32回　日本内分泌外科学会総会 2020年9月

フルベストラント単剤治療後に逐次的にパルボシクリブを追加投与
し治療が奏功した再発乳癌の1例

吉本信保、内藤明広 第32回　日本内分泌外科学会総会 2020年9月

乳癌脊椎転移に対し手術治療を施行、その後の薬物療法等で長期
生存中の2例

内藤明広、川口暢子、吉本信保、加藤美和 第28回　日本乳癌学会総会 2020年10月

乳腺微細石灰化に対する側臥位でのトモシンセシスガイド下マンモ
トーム生検の有用性の検討

川口暢子、内藤明広、吉本信保 第28回　日本乳癌学会総会 2020年10月
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循環器センター（心臓血管外科）

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

成人期動脈管開存症の外科治療の1例
斉藤隆之、北村浩平、沼田幸英、
名古屋市立大学大学院心臓血管外科　須田久雄

第63回　関西胸部外科学会学術集会 2020年6月

外科術前検査にて偶発的に発見された大動脈弁乳頭状線維弾性
腫の1例

北村浩平、沼田幸英、斉藤隆之 第63回　関西胸部外科学会学術集会 2020年6月

破裂性腹部大動脈瘤術後の繰り返す人工血管感染に対して非解
剖学的バイパスを施行した1例

北村浩平、沼田幸英、斉藤隆之、北瀬正則 第48回　日本血管外科学会学術総会 2020年9月

両側総大腿動脈血栓内膜摘除術後にフルニエ壊疽により失った一
例

沼田幸英、斉藤隆之、北村浩平 第48回　日本血管外科学会学術総会 2020年9月

当院におけるStanford B型急性大動脈解離破裂の成績 沼田幸英、斉藤隆之、北村浩平 第50回　日本心臓血管外科学科総会 2020年11月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

孤立性上腸間膜動脈解離・閉塞 斉藤隆之
外科
82(5): 490-494, 2020

2020年4月
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整形外科／リウマチ科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

外傷後肘関節拘縮と変形性肘関節症に対する間接受動術の手術
成績

夏目唯弘、土橋皓展 第63回　日本手外科学会学術集会 2020年6月

手関節部での手指伸筋腱皮下断裂に対する術後後療法の比較検
討-早期制限下自動運動療法(ICAM法)と並列位テーピング法

土橋皓展、夏目唯弘 第63回　日本手外科学会学術集会 2020年6月

副腎腫瘍・原発不明癌による多発転移と診断されるもMethotrexate
の休薬で腫瘍性病変の速やかな消失を得て、MTX関連のリンパ性
増殖性疾患と再診断された関節リウマチの2例

舟橋康治 第64回　日本リウマチ学会総会・学術集会 2020年8月

当院におけるWoCBA(Women of Child –Bearing Age)のリウマチ患
者の治療の現状

舟橋康治 第64回　日本リウマチ学会総会・学術集会 2020年8月

当院でのBalloon kyphoplastyの治療成績 両角正義、松原祐二、村本明夫 第33回　日本臨床整形外科学会学術集会 2020年9月

腰椎固定術後隣接部に発生した椎体骨折に対するBalloon
kyphoplastyの検討

両角正義、松原祐二、村本明夫 第29回　日本脊椎インストルメンテーション学会 2020年10月

Insert and Rotate型cageとexpandable型cageを用いたPLIFのX線学
的比較

村本明夫、松原祐二、両角正義
第30回　日本脊椎インストゥルメンテーション学
会

2020年11月

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

当院におけるJAK阻害薬の使用経験 舟橋康治 西三河RA Expert Meeting 2020年8月

関節リウマチ診療における関節超音波検査の位置づけ 舟橋康治 リウマチ　エリアWeb セミナー 2020年10月

当院の関節リウマチ治療で経験したサリルマブの使用症例 舟橋康治  関節リウマチを考える会～オンライン講演会～ 2020年11月

当院におメルアバタセプトの治療成績リウマチ 舟橋康治 リウマチ　エリアWeb セミナー 2020年12月

当院の関節リウマチ治療で経験したサリルマブの使用症例 舟橋康治 一宮　IL-6セミナー 2021年1月

JAK阻害剤の知見について 舟橋康治 JAK阻害剤を考える会 in 西三河 2021年2月
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<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

手関節部での手指伸筋腱皮下断裂に対する術後後療法の比較検
討-早期制限下自動運動療法(ICAM法)と並列位テーピング法

土橋皓展　夏目唯弘 日手会誌　第37巻 2020年6月

<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

骨粗鬆性椎体骨折に対する手術治療 村本明生 第2回 NSG若手脊椎研究会 2020年9月

BKPと関連した諸問題について 両角正義 Nagoya　spine web symposium 2021年3月

皮膚科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

出産まで抗TNF-α抗体製剤を継続した疱疹状膿痂疹の1例 福島英彦、田中義人、岩田洋平、有馬豪、山北高志、杉浦一充 第119回　日本皮膚科学会総会 2020年6月

右腋窩に生じ巨大腫瘤を形成したrhabdoid melanomaの1例
福島英彦、岩田洋平、榊原潤、山北高志、山田勢至、塚本徹哉、
杉浦一充

第36回　日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 2021年1月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

色素性痒疹様皮疹を呈した成人Still病の1例 熊野友華、岩田洋平、山北高志、室　慶直、久保良二、杉浦一充 臨床皮膚科74巻 2020年7月

皮膚科診療に使える実践的心理療法　交流分析 山北高志、芦原　睦 Derma301号 2020年10月

<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

掌蹠膿疱症に対する最適の治療とは？
～扁桃摘出術の治療効果をふまえて～

山北高志
Route 23 & 19 Biologics User's Meeting in
Nagoya

2020年9月

乾癬治療における外用アドヒアランス向上のための心身医学的ア
プローチ

山北高志 炎症性皮膚疾患セミナー 2021年3月
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泌尿器科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

当科におけるロボット支援腎部分切除術の検討 成田知弥、森下功也、前田基博、近藤厚哉、田中國晃 第34回　日本泌尿器科内視鏡学会総会 2020年11月

腎MALTリンパ腫の1例 森下功也、成田知弥、前田基博、近藤厚哉、田中國晃 第285回　日本泌尿器科学会東海地方会 2020年12月

刈谷豊田総合病院におけるロボット支援膀胱全摘術の初期治療成
績

近藤厚哉、森下功也、成田知弥、前田基博、田中國晃 第108回　日本泌尿器科学会総会 2020年12月

陽子線治療後の放射線性膀胱炎に対して高気圧酸素療法が奏功
した1例

渡邊亮典、近藤洋平、森下功也、成田知弥、前田基博、近藤厚哉、
田中國晃

第286回　日本泌尿器科学会東海地方会 2021年3月

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

腎門部腫瘤に対するロボット支援腎部分切除術の1例 成田知弥、森下功也、前田基博、近藤厚哉、田中國晃 第6回　東海泌尿器科研究会 2020年8月

<地域貢献活動>
演題名 氏名 講演会(主催)名・講演会名 年月

女性の尿もれと“だつ”のおはなし 近藤厚哉 第2回　中日健康デー 2021年3月
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産婦人科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

Retained products of conceptionに対してダナゾールを用いて治療
した症例の検討

長船綾子、黒田啓太、西野翔吾、鈴木祐子、可世木聡、松井純子、
山本真一、梅津朋和

第72回　日本産科婦人科学会学術集会 2020年4月

直腸原発と考えられる悪性ラブドイド腫瘍と病理解剖にて診断に
至った一例

山田友梨花、永井智之、河合要介、梅村康太、河井通泰 第58回　日本癌治療学会学術集会 2020年10月

当院における鏡視下手術での腸管損傷回避への取り組み
梅津朋和、長船綾子、呉　尚郁、春原友海、服部　惠、山田友梨花、
鈴木祐子、可世木聡、松井純子、山本真一

第60回　日本産科婦人科内視鏡学会学術集会 2020年12月

臍ヘルニア修復術後患者への腹腔鏡下手術の工夫
可世木聡、長船綾子、呉尚郁、春原友海、服部惠、山田友梨花、
鈴木祐子、松井純子、山本真一、梅津朋和

第60回　日本産科婦人科内視鏡学会学術集会 2020年12月

当院におけるロボット支援下手術の導入経験について
～腹腔鏡下手術との違いおよび工夫について

長船綾子、呉尚郁、春原友海、服部惠、山田友梨花、鈴木祐子、
可世木聡、松井純子、山本真一、梅津朋和

第60回　日本産科婦人科内視鏡学会学術集会 2020年12月

タモキシフェン投与中に出現した卵巣類内膜癌の二例
春原友海、長船綾子、呉　尚郁、服部　惠、山田友梨花、鈴木祐子、
可世木聡、松井純子、山本真一、梅津朋和

第62回　日本婦人科腫瘍学会学術集会 2021年1月

陽子線が著効した再発卵巣癌の一例
梅津朋和、長船綾子、呉　尚郁、春原友海、服部　惠、山田友梨花、
鈴木祐子、可世木聡、松井純子、山本真一

第62回　日本婦人科腫瘍学会学術集会 2021年1月

摘出術後短期間に再発・増大を繰り返した後腹膜脂肪肉腫の一例
呉　尚郁、長船綾子、春原友海、服部　惠、山田友梨花、鈴木祐子、
可世木聡、松井純子、山本真一、梅津朋和

第62回　日本婦人科腫瘍学会学術集会 2021年1月

当院におけるCOVID-19感染症関連の分娩の経験
長船綾子、呉　尚郁、服部　惠、山田友梨花、鈴木祐子、可世木聡、
松井純子、山本真一、梅津朋和

第141回　東海産科婦人科学会学術集会 2021年2月

腹部ヘルニア術後患者に対し腹腔鏡下全子宮摘出術を施行した2
例～腹壁メッシュ修復術後症例に対するトロッカー留置の工夫

可世木聡、長船綾子、呉　尚郁、服部　惠、山田友梨花、鈴木祐子、
松井純子、山本真一、梅津朋和

第141回　東海産科婦人科学会学術集会 2021年2月

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

偶発事例のCTGから学ぶ
～愛知県医師会医療安全対策委員会の検討事例～

山本真一 第26回　愛知分娩監視研究会 2021年2月
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<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

生検しかし得なかった卵巣小細胞癌肺型に対してイリノテカン
（CPT-11)、シスプラチン（CDDP）療法を施行し著効した長期生存の
1例

黒田啓太、長船綾子、呉　尚郁、春原友海、服部　惠、山田友梨花、
鈴木祐子、可世木聡、松井純子、山本真一、梅津朋和

東海産科婦人科学会雑誌第57巻2020　209-
217

2021年2月

病理組織検査より成熟嚢胞性奇形腫の微小破裂と確定診断された
化学性腹膜炎の1例

可世木聡、長船綾子、呉　尚郁、春原友海、服部　惠、山田友梨花、
鈴木祐子、松井純子、伊藤　誠、梅津朋和

東海産科婦人科学会雑誌第57巻2020　371-
378

2021年2月

腹部ヘルニア術後患者に対し全腹腔鏡下子宮全摘術を施行した2
例～腹壁メッシュ修復術後症例に対するトロッカー留置の工夫～

服部　惠、長船綾子、呉　尚郁、可世木聡、梅津朋和
東海産科婦人科学会雑誌第57巻2020　439-
444

2021年2月

<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

最近の偶発事例について（2020年前半の症例） 山本真一 愛知県産婦人科医会　救急医療研修会 2020年8月

耳鼻咽喉科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

喉頭転移をきたした腎細胞癌の一例 高津優斗、内木幹人、代田桂一、楊　承叡、松本華澄、高橋正克 第178回　東海地方部会連合講演会 2020年12月

突発性難聴における内耳MRIの定量的計測と聴力予後の関係 楊　承叡、吉田忠雄、小林万純、杉本賢文、寺西正明、曾根三千彦 第178回　東海地方部会連合講演会 2020年12月

眼科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

半視野障害の緑内障または近視を伴う網膜前膜に対する内境界膜
剥離の視野感度への影響

甘利裕明、兼子裕規、平田憲史、清水英幸、片岡恵子、野々部典枝、
杢野久美子、寺﨑浩子

第441回　東海眼科学会 2020年7月

下斜筋減弱術の追加矯正を行った2例
山口克弥、鈴木恵奈、平田憲史、杉浦澄和、伊藤博隆、杢野久美子、
高井佳子

第76回　日本弱視斜視学会総会 2020年7月

インストラクションコース　色覚異常の診断と指導、加齢による色覚
異常も含む

市川一夫、中村かおる、村木早苗、杢野久美子、岩佐真紀、中村英樹、
柏井真理子

第74回　日本臨床眼科学会 2020年10月
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歯科・歯科口腔外科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

セツキシマブ併用化学療法中に敗血症性ショックを発症し、PMX、
CHDFが奏功した1例

松下嘉泰、渡邉和代、竹内千明、鬼頭真希、萩野浩子、西川雅也 第45回　日本口腔外科学会中部支部学術集会 2020年10月

口底に発生した骨化・軟骨化を伴う脂肪腫の1例
深谷真希、西川雅也、山口　聡、渡邉和代、松下嘉泰、竹内千明、
日比英晴

第65回　日本口腔外科学会総会・学術大会 2020年11月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

A case of Warthin tumors that were suspected to be lymph node
metastases of maxillary gingival cancer

Kotaro Sato、Yasushi Hayashi、Kazuyo Watanabe、Hideharu Hibi
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,
Medicine, and Pathhology32: 291-295, 2020

2020年7月

リハビリテーション科（診療部）

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

誤嚥性肺炎へのリハビリテーション診療状況と退院時帰結 平岡繁典、大高恵莉、小口和代
第57回　日本リハビリテーション医学会学術集
会

2020年8月

急性期病院における誤嚥性肺炎の実態調査　第2報　ADL維持向
上等体制の特徴

小口和代、保田祥代 第22回　日本医療マネジメント学会学術総会 2020年10月

回復期リハビリテーション病棟における歩数モニタリングの実行可
能性と有効性：ランダム化比較試験

大高恵莉、小口和代、星野高志、八木橋恵、平岡繁典、大高洋平
第4回　日本リハビリテーション医学会秋季学術
集会

2020年11月

シンポジウム：リハビリテーション科専門医のキャリアアップ
皆が働きやすい職場とは？

小口和代
第4回　日本リハビリテーション医学会秋季学術
集会

2020年11月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

リハビリテーション科としてのチームマネージメント 小口和代、酒井元生、野原　聡、山口裕一、後藤進一郎、保田祥代 臨床リハ 30（1）：38-45 2021年1月

<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

リハビリテーション総論　摂食嚥下リハビリテーションとは 小口和代
愛知県看護協会主催　摂食・嚥下障害看護認
定看護師教育課程　講義

2020年10月
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放射線診断科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

A case of successful transcatheter arterial embolization for a
pseudoaneurysm of the posterior inferior pancreaticoduodenal
artery due to segmental arterial mediolysis

TSUKAHARA.S、KITASE.M、SUZUKI.K、OKABE.H CIRSE　2020 2020年9月

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

原因不明の腹腔内出血に対してIVR-CT を用いて診断した1 例
塚原智史、北瀬正則、鈴木一史、岡部　遼 第30回　日本救急放射線研究会 2020年10月

外傷性腎動脈解離に対してステントグラフト内挿術を施行し，腎摘
出を回避できた一例

鈴木一史、北瀬正則、塚原智史、岡部　遼 第30回　日本救急放射線研究会 2020年10月

半導体PETの臨床インパクト～半導体PETで描出可能となった病変 北瀬正則
第40回　名古屋PET症例検討会

2021年3月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

Philips社フルデジタルPET/CT装置「Vereos PET/CT」の特徴と使
用経験

北瀬正則、青木　卓 映像情報メディカル 2020年11月号 p42-47 2020年11月

放射線治療科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

頭皮血管肉腫に対するトモセラピー、VMAT、強度変調陽子線治療
の線量比較

水野智貴、内山　薫 第33回　日本放射線腫瘍学会学術大会 2020年10月
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麻酔科（手術室・ペインクリニック）

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

両側声帯麻痺・気管切開孔狭窄を有する妊婦に対して、MRIで硬膜
拡張を診断し区域麻酔で帝王切開を施行しえた一例

春田祐子、黒田幸恵、吉澤佐也、三浦政直 第67回　日本麻酔科学会学術集会 2020年6月

長時間の大動脈閉塞バルーン部分遮断により救命し得た腹部刺創
の1症例

濱田一央、吉澤佐也、磯谷肇男、西田圭佑、三浦政直 第67回　日本麻酔科学会学術集会 2020年6月

下部消化管穿孔によりTension faecopneumothoraxを併発した1例 磯谷肇男、吉澤佐也、三浦政直 第48回　日本救急医学会総会・学術集会 2020年11月

Septic Cardiomyopathyを伴った非穿孔性急性虫垂炎の1例 永森達也、吉澤佐也、黒田幸恵、山内浩揮、三浦政直 第40回　日本臨床麻酔科学会大会 2020年11月

難治性心室細動を併発した急性カフェイン中毒の一救命例 西田圭佑、山内浩揮、濱田一央、吉澤佐也、三浦政直 第48回　日本救急医学会総会・学術集会 2020年11月

敗血症性ショックを合併した非穿孔性急性虫垂炎の1例
高木翔一朗、吉澤佐也、友成　毅、永森達也、井上雅史、黒田幸恵、三
浦政直

第48回　日本救急医学会総会・学術集会 2020年11月

肝嚢胞感染により肝気管支瘻を合併した1例 磯谷肇男、井上雅史、春田祐子、小笠原治、三浦政直 第48回　日本集中治療医学会学術集会 2021年2月

凝固線溶マーカーによる病態把握とステロイドが奏功した重症
COVID-19の一例

岩井健朗、山田貴大、永森達也、山内浩揮、三浦政直 第48回　日本集中治療医学会学術集会 2021年2月

胸骨圧迫による転移性肺腫瘍の破裂から外傷性血胸を併発した
VF蘇生後の一救命例

西田圭佑、鈴木宏康、友成　毅、高木翔一朗、三浦政直 第48回　日本集中治療医学会学術集会 2021年2月

骨盤腹膜炎から敗血症性ショックに至ったが早期の腹腔鏡下洗浄
ドレナージ術と集学的治療により救命した一例

濱田一央、吉澤佐也、川津文子、黒田幸恵、三浦政直 第48回　日本集中治療医学会学術集会 2021年2月
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薬剤部

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

当院における妊娠可能年齢の女性に対する抗てんかん薬の動向 伊藤有美、佐藤寛子、鈴木秀明、滝本典夫、池田昇平、丹羽央佳 第30回　日本医療薬学会年会 2020年10月

急性期病院における薬剤総合評価調整加算の実態調査
宮田知世、柴田大地、菅原さやか、伊藤有美、木下照常、本間崇正、
林　睦菜、小笠原理恵、滝本典夫

第30回　日本医療薬学会年会 2020年10月

DHA含有サプリメントが産後の出血量に与える影響の検討
佐藤寛子、伊藤有美、鈴木秀明、滝本典夫、石川優子、長船綾子、
梅津朋和

第30回　日本医療薬学会年会 2020年10月

入院支援業務における薬学的介入症例の傾向とその評価 國遠孝斗、伊藤有美、柴田大地、滝本典夫 第30回　日本医療薬学会年会 2020年10月

一般病院小児領域における薬剤師から他職種への教育
～当院における教育の現状～

鈴木秀明 第30回　日本医療薬学会年会 2020年10月

がん終末期のオピオイド使用患者におけるナルデメジン内服による
生存期間解析

松本　碧、上田旭美、江崎秀樹、滝本典夫 第58回　日本癌治療学会学術集会 2020年10月

下肢整形外科手術後のVTE予防における腎機能低下患者へのエド
キサバン15mgの有効性と安全性の検討

木下照常、大塚沙百合、鳥居昌太、告野葉子、深谷　栞、祖父江真理、
石原歩実、伊藤真史、滝本典夫

第14回　日本腎臓病薬物療法学会学術集会・
総会

2020年12月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

シクロスポリンA (CyA)内服中の全身エリテマトーデス母体から授乳
した児のCyA血中濃度を指標に生ワクチン接種の安全性を検討し
た1例

鈴木秀明、近藤洋一、榊原隆志、滝本典夫、足立守、三原由佳、
山田　緑

日本小児臨床薬理学会雑誌 32(1):143-
146,2019

2020年7月

Fentanyl compared to buprenorphine for atrial fibrillation ablation
analgesia and sedation: a retrospective cross-sectional study

Teruhisa Kinoshita、Mitsunori Harada、Norio Takimoto、Daichi Shibata、
Takashi Sakakibara、Mamoru Adachi

Journal of Pharmaceutical Health Care and
Sciences 7(2),2021

2021年1月
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臨床検査・病理技術科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

妊婦GBSスクリーニングにおける増菌培養法の有用性 安藤真帆、岸田帆乃か、榊原千紘、染谷友紀、天野ともみ、藏前　仁 第32回　日本臨床微生物学会・学術集会 2021年1月

選択・鑑別培地を用いた培養検査のベストプラクティス 藏前　仁 第32回　日本臨床微生物学会・学術集会 2021年1月

市中急性期病院における侵襲性肺炎球菌感染症の発生状況とそ
の背景

岸田帆乃か、安藤真帆、榊原千紘、染谷友紀、天野ともみ、藏前　仁 第32回　日本臨床微生物学会・学術集会 2021年1月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

BDマックスTMを用いた日常検査とその臨床的な有用性 藏前　仁、染谷友紀、榊原千紘、岡　圭輔 臨床と微生物　Vol.47 No.4 2020.7　311-314 2020年7月

培養検査　膿・分泌物・穿刺液 藏前　仁、天野ともみ・染谷友紀、榊原千紘、米玉利準
臨床と微生物　Vol.47 増刊号 2020.10.31　68-
72

2020年10月

基本的な技術と操作法 －集落の観察－ 藏前　仁
検査と技術　Vol.49 増刊号 2021.03.15　211-
217

2021年3月

<地域貢献活動>
演題名 氏名 講演会(主催)名・講演会名 年月

明日から役立つ血液検査の基礎 宮本康平 愛知県臨床検査技師会　新人サポート研修会 2020年8月

市中急性期病院におけるAMR 検出ワークフローの構築 藏前　仁 関東ＢＤエキスパートセミナー 2020年9月

病理未読レポート対策 林　直樹
愛知県臨床検査技師会　病理細胞検査研究班
研究会

2020年11月

ｒａｐｉｄ ＢＡＣ ｐｒｏⅡを用いた血液培養迅速同定による診療貢献 藏前　仁 第5回　日本医用マススペクトル学会東部会 2020年11月

班員施設における釣菌基準の現状 榊原千紘
愛知県臨床検査技師会　微生物検査研究班研
究会

2021年1月

妊婦GBSスクリーニングにおける増菌培養法の有用性 安藤真帆、岸田帆乃か、榊原千紘、染谷友紀、天野ともみ、藏前　仁
愛知県臨床検査技師会　微生物検査研究班研
究会

2021年1月

ICT/AST活動の精度管理 藏前　仁
愛知県臨床検査技師会　微生物検査研究班研
究会

2021年1月

市中急性期病院における侵襲性肺炎球菌感染症の発生状況とそ
の背景

岸田帆乃か、安藤真帆、榊原千紘、染谷友紀、天野ともみ、藏前　仁 第20回　愛知県医学検査学会 2021年1月

Aicclsの活動について 宮本康平
愛知県臨床検査技師会　2020年度精度管理報
告会

2021年2月

市中急性期病院における侵襲性肺炎球菌感染症の発生状況とそ
の背景

岸田帆乃か、安藤真帆、榊原千紘、染谷友紀、天野ともみ、藏前　仁 2020年度第1回　三河耐性菌研究会 2021年2月

症例2　真夜中の訪問者 宮本康平
Sysmex 第2回　Lab　dataから読み解く感染症ｾ
ﾐﾅｰ

2021年3月
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放射線技術科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

hyprtdense artery sign検出における最適スライス厚の検討
石黒健太、角　英典、藤井健斗、米澤亮司、深尾光佑、板倉輝和、
青木　卓、佐野幹夫、河野泰久

第26回　日本血管内治療学会総会 2020年7月

救急外来における腹部超音波フレームワークの導入に関する検討 和田悠平、糟谷明大、前田佳彦、河野泰久、山田貴大、三浦政直 第48回　日本救急医学会総会・学術集会 2020年11月

当院における研修医を対象とした超音波支援体制についての検討
和田悠平、今田秀尚、糟谷明大、前田佳彦、水口　仁、佐野幹夫、
三浦政直、河野泰久

日本超音波医学会第93回　学術集会 2020年12月

肝膿瘍の画像所見に関する検討
和田悠平、石黒奈穂、宇佐美朋香、糟谷明大、前田佳彦、水口　仁、
佐野幹夫、河野泰久

第45回　日本超音波検査学会学術集会 2020年12月

頭頸部癌における 高分解能PET画像の収集時間最適化
杉浦晶江、青木　卓、竹内　誠、安井悠貴、中川達也、佐野幹夫、
河野泰久

第191回　日本核医学技術学会東海地方会 2021年1月

診療放射線技師のコンピテンシーモデル作成に向けた取り組み
～東海人材育成[Prius Seminar]～

阪野寛之、長谷川光太郎、有谷　航、木下和之、柴田英輝、
丹羽健一郎、高田　賢、福岡秀彦、山田将大、前田佳彦

第36回　日本診療放射線技師学術大会 2021年1月

PCI術中における工程別術者被ばく線量率の推移の検討
藤井健斗、角　英典、石黒健太、板倉輝和、深尾光佑、米澤亮司、
齋田善也、中川達也、佐野幹夫、河野泰久

第36回　日本診療放射線技師学術大会 2021年1月

冠動脈撮影時のフレームレートがQFR値に及ぼす影響について
角　英典、藤井健斗、石黒健太、深尾光佑、板倉輝和、米澤亮司、
青木　卓、中川達也、佐野幹夫、河野泰久

第29回　日本心血管インターベンション治療学
会

2021年2月

心筋血流SPECT撮像の標準化に関するガイドラインについて 青木　卓
日本核医学技術学会第119回　北陸地方会
第23回　New Clear Technology カンファレンス

2021年2月

Shear wave elastographyによる閉塞血管内の組織弾性評価：
SFA-CTOのワイヤー穿通時間との関係

藤井健斗、角　英典、石黒健太、板倉輝和、深尾光佑、米澤亮司、
青木　卓、河野泰久

第29回　日本心血管インターベンション治療学
会

2021年2月

16ch GEM Flex Coilを用いた頚椎撮像に向けた基礎的検討
塚田圭祐、岩瀬大祐、本多健太、大久保裕矢、赤井亮太、鈴木省吾、
中川達也、佐野幹夫、河野泰久

第32回　愛知県診療放射線技師学術大会 2021年3月

当院における整形外科領域のトモシンセシスの使用経験 福岡秀彦、中村佳雅、前田佳彦、中川達也、佐野幹夫、河野泰久
第32回　公益社団法人愛知県診療放射線技師
会学術大会

2021年3月

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

線量管理からみえた患者の水晶体被ばくの実態とその対応 古本沙季、鈴木省吾、中川達也、河野泰久 西三地区会研修会 2020年12月

踵骨軸位撮影におけるクロステーブル法の有用性の検討 阪野静穂、前田佳彦、竹内　誠、中川達也、河野泰久 西三地区会研修会 2020年12月

心筋血流SPECT撮像の標準化に関するガイドラインについて 青木　卓 第104回　千葉核医学技術研究会 2021年1月

下肢動脈について 赤井亮太 第2回　鳥取造影CTゼミナール 2021年1月

心筋血流SPECT撮像の標準化に関するガイドライン1.0の紹介 青木　卓 第1回　東海GEガンマユーザー会 2021年3月

20 / 28



<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

大腸CT検査ではどう撮影するの？　腸管拡張の方法と撮影法 本多健太
日経メディカルオンライン 短期集中連載　大腸
CTを知る(3)

2020年7月

Dynamic Volume Computed Tommography Angiographyを用いた腹
部大動脈ステントグラフト内挿術後jのエンドリーク検出と分類

長谷川光太郎、森前博文、水井雅人、平本卓也、二村彰一、河野泰久 日本血管外科学会(29巻・5号・285-291,2020） 2020年8月

局所 CT 値変換を用いた IVR 支援用仮想透視画像の構築 鈴木省吾
日本放射線技術学会雑誌 (76巻･8号･855-
862,2020)

2020年8月

大腸CT専門技師認定講習会テキスト 鈴木雅裕、坂本　崇、赤井亮太、山﨑通尋、吉川秀司、池野直哉
特定非営利活動法人日本大腸CT専門技師認
定機構

2020年9月

低価格3次元スキャナーを使用した体表位置照合法のセットアップ
エラー検出精度についての検討

早田　格、守田憲崇、山本和正、首藤宜昭
臨床放射線65（1335-1339,2020） 金原出版株式
会社

2020年11月

Philips社フルデジタルPET/CT装置「Vereos PET/CT」の特徴と使
用経験

北瀬正則、青木　卓
映像情報メディカル11月号(42-47)
産業開発機構株式会社　映像情報メディカル編
集部

2020年11月

心筋血流SPECT撮像の標準化に関するガイドライン1.0 青木　卓、坪井孝達、三木一孝
日本核医学技術学会誌　核医学技術
（Vol.40　No.4　413-426,2020）

2020年12月

第40回日本核医学技術学会総会学術大会に参加して 青木　卓
日本核医学技術学会誌　核医学技術
（Vol.41　No.1　41-42,2021）

2021年1月

消化管
川地俊明、秋山敏一、伊藤将倫、江端清和、大井康弘、乙部克彦、
木浦伸行、久野淳也、高木理光、安本浩二、前田佳彦

腹部超音波ポケットマニュアル（216-231）　オー
ム社

2021年2月

Improved image quality of tube phantom simulating a coronary
artery by averaging repeated scans using a 320-detector row CT
scannaer

Hidehiko Fukuoka、Shogo Suzuki、Yasuhisa Kono、Seiji Shiotani、
Tomoya Kobayashi

Forensic Imaging Volume24 (March 2021) 2021年3月

<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

日本大腸CT専門技師認定機構講習会「撮影技術」 赤井亮太
特定非営利活動法人　日本大腸CT専門技師認
定機構

2020年10月

心筋血流SPECT撮像の標準化に関するガイドライン1.0
～ガイドライン策定から普及に向けて～

青木　卓 富士フィルム富山化学株式会社　社員研修会 2021年1月
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リハビリテーション科（診療技術部）

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

脳卒中ドライバーのスクリーニング評価（SDSA）とMMSE-J・TMT-J
の関連性の検討

渡邉郁人、小口和代、後藤進一郎、清水雅裕 第28回　愛知県作業療法学会 2020年5月

急性期病院における誤嚥性肺炎患者の入退院支援 保田祥代、小口和代 第22回　日本医療マネジメント学会学術集会 2020年6月

回復期心臓リハビリテーションにおける運動耐容能改善に関与する
因子の検討

西脇一誠、梶口雅弘、林なぎさ、大角奏、佐々木佑奈、後藤進一郎、小
口和代

第26回　日本心臓リハビリテーション学会 2020年7月

ADL維持向上等体制加算算定3病棟におけるADL低下患者の特徴 小沢将臣、小口和代、後藤進一郎、山口裕一
第57回　日本リハビリテーション医学会学術集
会

2020年8月

シンポジウム「急性期脳卒中の摂食嚥下障害の診断評価とリハビリ
テーション介入」：摂食嚥下障害のリハビリテーション－訓練とチー
ムアプローチ

保田祥代 STROKE　2020 2020年8月

急性期脳卒中患者に対してウェルウォークを用いた歩行練習を
行った1症例～効果と開始時期の妥当性～

永田健太郎、小口和代　星野高志　伊藤正典 第29回　愛知県理学療法学術大会 2020年8月

当院におけるmodified constrain induced movement therapy
（modified CI療法）適応基準の再考

清水雅裕、小口和代、後藤進一郎、渡邉郁人 第54回　日本作業療法学会 2020年9月

自動車運転支援プログラムによる運転の断念が症例の生活に与え
る影響～生活期通所リハ利用者一例を通して～Effect of improper
result of car driving evaluation on life

小木曽涼介、小口和代、後藤進一郎、清水雅裕、石川真希 第54回　日本作業療法学会 2020年9月

訪問型サービスCによる地域高齢者のIADLと生活空間の変化 宗像沙千子、小口和代、後藤進一郎、早川淳子 第54回　日本作業療法学会 2020年9月

腰部脊柱管狭窄症症例に対し徒手理学療法を行った1例 相馬孝広、小口和代、後藤進一郎、鈴木琢也
第7回　日本運動器徒手理学療法学会学術集
会

2020年11月

脊椎圧迫骨折に対するBalloon kyphoplasty後の在院日数に影響を
与える因子の検討

植松大喜、小口和代、池内　健、小沢将臣、後藤進一郎、井野竜一、
山田安梨　能城裕哉、尾川綾那

第4回　リハビリテーション医学会秋季学術集会 2020年11月

当院ICU入室患者におけるリハビリテーション実施群と非実施群の
特徴

山口智恵子、小口和代、山口裕一、星野高志、河野純子 第4回　リハビリテーション医学会秋季学術集会 2020年11月

回復期リハビリテーション病棟における脳損傷者の移乗・トイレ動作
の自立判定と自立後の転倒

星野高志、小口和代、木戸哲平、田中元規、早川淳子、大高恵莉、
佐藤浩二

第4回　リハビリテーション医学会秋季学術集会 2020年11月

回復期リハビリテーション病棟における脳損傷者の歩行自立判定と
自立後の転倒

木戸哲平、小口和代、星野高志、田中元規、早川淳子、大高恵莉、
佐藤浩二

第4回　リハビリテーション医学会秋季学術集会 2020年11月

転倒転落予防にむけたチーム活動報告 山口裕一、久保美幸、亀島大輔、山本真一 第15回　医療の質・安全学会学術集会 2020年11月

安静時および運動時のfunctional connectivityの変化による脳卒中
後の上肢機能の予後予測

星野高志、小口和代、井上健二、寳珠山稔 第18回　日本神経理学療法学術大会 2020年11月

外科周術期における病棟専従療法士アルゴリズムの検討～がん患
者の特徴～

髙津志歩、小口和代、山口裕一、近藤知子 第9回　日本がんリハビリテーション研究会 2021年1月

急性期病院における誤嚥性肺炎患者の実態調査3～栄養評価を含
めた検討～

近藤知子、小口和代、保田祥代、内山かおる、山口紀美子、大竹綾香、
樋口佳奈、尾崎菜穂

第44回　日本嚥下医学会学術大会 2021年3月
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<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

刈谷市立刈谷特別支援学校との連携の効果～療法士の役割の検
討～

仲村我花菜、保田祥代、清水雅裕、小口和代 第39回　（医）豊田会研究発表会 2021年2月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

自主トレーニング指導書作成システム「パットレ！」を活用した2 症
例

田中元規、小口和代、酒井元生、後藤進一郎、星野高志、井野竜一、
片渕梨予、浅井なぎさ、髙津志歩、内藤恋緒奈、薗田鈴菜

Japanese Journal of Comprehensive
Rehabilitation Science (JJCRS)　第11巻　2020
年

2020年4月

介護予防・日常生活支援総合事業でMTDLPを使用し外出機会が増
加した一症例

竹本也美、小口和代、後藤進一郎、宗像沙千子、早川淳子 愛知作業療法28 ：31-35, 2020 2020年4月

Relationship between lower limb function and functional
connectivity assessed by EEG among motor-related areas after
stroke

Takashi Hoshino、Kazuyo Oguchi、Kenji Inoue、Minoru Hoshiyama

Topics in Stroke Rehabilitation. 2020 Dec 22;1-
10.
doi: 10.1080/10749357.2020.1864986.  Online
ahead of print.

2020年12月

<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

子どもの発達を支え、つなぐために　-我々に求められるものとは- 保田祥代
第3回　実践研究協議会（刈谷市立刈谷特別支
援学校主催）

2021年2月

刈谷市立刈谷特別支援学校との連携事業の効果と今後の課題
～療法士の立場から～

仲村我花菜、保田祥代、清水雅裕、小口和代
第3回　実践研究協議会（刈谷市立刈谷特別支
援学校主催）

2021年2月

<地域貢献活動>
演題名 氏名 講演会(主催)名・講演会名 年月

生活指導 大橋知広 刈谷市生活機能向上訪問事業 2020年5月

生活行為向上マネジメントの概論と演習 宗像沙千子
名古屋大学医学部保健学科作業療法学専攻
「老年期作業療法学演習」

2020年7月

生活指導 渡部由美子 刈谷市生活機能向上訪問事業 2020年7月

外部専門家との連携：症例検討① 保田祥代、清水雅裕、仲村我花奈 刈谷特別支援学校現職研修 2020年8月

生活行為向上マネジメントの概論と演習 宗像沙千子
愛知県作業療法士会・生活行為向上マネジメン
ト基礎研修

2020年10月

地域ケア個別会議での症例検討 宗像沙千子 刈谷市地域ケア個別会議 2020年11月

外部専門家との連携：症例検討② 保田祥代、清水雅裕、仲村我花奈 刈谷特別支援学校現職研修 2020年12月

生活行為向上マネジメントの概論と演習 宗像沙千子
愛知県作業療法士会・生活行為向上マネジメン
ト基礎研修

2021年1月

生活行為向上マネジメントの概要と地域での活用 宗像沙千子
愛知県作業療法士会・作業療法士に向けた地
域包括ケアに資する人材育成研修

2021年1月

生活行為向上マネジメントの概論と演習 宗像沙千子
愛知県作業療法士会・生活行為向上マネジメン
ト基礎研修

2021年2月

生活行為向上マネジメントを使用した症例検討 宗像沙千子
愛知県作業療法士会・生活行為向上マネジメン
ト実践者研修

2021年2月

回復期の作業療法 清水雅裕 愛知県作業療法士会・現職者選択研修 2021年2月
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臨床工学科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

針付縫合糸の接合強度について
杉浦悠太、藤田智一、吉里俊介、杉浦芳雄、清水信之、杉浦由実子、
島田俊樹、石川裕亮、井ノ口航平、大海光佑

第30回　日本臨床工学会 2020年9月

整形外科領域における臨床工学技士の役割 杉浦芳雄 第30回　日本臨床工学会 2020年9月

閉鎖式注入デバイス使用期限の検討
生嶋政信、間中泰弘、今井大輔、新家和樹、深海矢真斗、今井果歩、
藤田智一、小山勝志

第65回　日本透析医学会学術集会 2020年11月

NPPVマスク変更に伴う褥瘡率の変化について
山之内康浩、間中泰弘、今井大輔、生嶋政信、竹内文菜、
深海矢真斗、新家和樹、廣浦徹郎、伊藤達也、藤井充希、西山結人、
新實幸樹、加藤大貴、加藤実奈子、中嶋実咲、藤田智一

第42回　日本呼吸療法医学会学術集会 2020年12月

<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

整形外科領域における臨床工学技士の役割 杉浦芳雄 第30回　日本臨床工学会 2020年9月

24 / 28



看護部

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

職業継続意思につながる看護のやりがいの影響要素の探索 平松景子 第24回　日本看護管理学会学術集会 2020年8月

A病院助産師が行う院内助産と助産師外来の実際と課題 石川優子、坂井田綾子 第61回　日本母性衛生学会学術集会 2020年10月

下肢切断の選択を迫られている患者の意思決定支援
-アギュララの危機問題解決モデルを用いて-

重本啓子 第51回　日本看護学会　慢性期看護学術集会 2020年10月

褥瘡ケア院内認定看護師として褥瘡発生予防の体制整備の取り組
み～ブレーデンスケール活用の視点から～

堤　亮太、田畠琴香 第22回　日本褥瘡学会学術集会 2020年11月

看護師のポジショニングスキル向上への取り組み 杉原百花 第22回　日本褥瘡学会学術集会 2020年11月

30度以上の頭側挙上が必要な患者に対する介助グローブを用いた
褥瘡予防

藤田愛弓、中西理佐 第22回　日本褥瘡学会学術集会 2020年11月

膀胱留置カテーテルによる医療関連機器圧迫損傷の実態調査から
みえたグループ活動の課題

八木美千恵、松井千怜 第22回　日本褥瘡学会学術集会 2020年11月

A病院看護師のDESIGIN-R評価の現状と課題 隅田信一郎 第22回　日本褥瘡学会学術集会 2020年11月

外科病棟における硬膜外カテーテル計画外抜去の要因 杉野知美 第36回　愛知県看護学会 2020年11月

看護補助者との協働による病棟内デイケア開催の効果 早田和子、井谷由寛子 第51回　日本看護学会看護管理学術集会 2020年11月

セル看護提供方式® 導入後の業務改善の効果
～モニター番設置とipad活用による動線のムダの改善を目指して～

小野田尚子 第51回　日本看護学会看護管理学術集会 2020年11月

A病院におけるセル看護提供方式®導入の成果 杉山まき子 第51回　日本看護学会看護管理学術集会 2020年11月

セル看護提供方式®を導入した成果の検証 田中桂助、山口伊代、鶴見洋子 第51回　日本看護学会看護管理学術集会 2020年11月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

看護師長と中堅看護師の指導の想いに対するすれ違いに着目した
効果的な介入策

加下井玲子 看護部長通信,16-19,2020 2020年10月

主任ができる・すべき本物のチームビルディング　業務改善・小集
団活動におけるワンチーム！～寄り添う看護を実現するための看
護方式の変更～

山口伊代 主任看護師Style1・2月号,24-29,2021 2021年1月
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<地域貢献活動>
演題名 氏名 講演会(主催)名・講演会名 年月

看護管理・国際看護 石川眞理子 愛知県立桃陵高等学校 2020年4月

刈谷病院の新型コロナウイルス感染症対策の指導 夏目美恵子 医療法人成精会　刈谷病院 2020年5月

感染管理の基礎、高齢者に多い感染症とその対策、標準予防策 神谷雅代

令和2年度　愛知県委託　訪問看護推進事業研
修会
訪問看護師ブラッシュアップ研修「訪問看護スキ
ルアップ研修」

2020年7月

たんの吸引等第三号研修 石川眞理子、瀧本恵美 刈谷市立刈谷特別支援学校 2020年7月

ストマケア・スキンケア 水井沙織 いーね訪問看護ステーション 2020年8月

がん化学療法中の看護 能登智恵美

令和2年度　愛知県委託　在宅・介護領域介護
職員研修事業研修会
訪問看護ステーション出前講座　ハートフルハ
ウス訪問看護ステーション

2020年10月

糖尿病患者を支えるフットケア、糖尿病患者のフットケアのためのア
セスメント、事例分析と評価、フットケアの実際

本田千春
令和2年度研修会　糖尿病重症化予防のための
フットケア研修

2020年10月

老年看護学 山本顕 愛知黎明高等学校 2020年10月

褥瘡ケア 田畠琴香 安城碧海看護専門学校 2020年10月

利用者の尊厳ある生活を支えるケアと看護「感染管理対策」 神谷雅代
令和2年度　愛知県委託 看護実務者研修事業
研修会 介護施設等の看護実務者研修

2020年11月

看護基礎教育、新人看護職員研修の看護技術教育のプログラムの
作成

加藤千景
愛知県看護研修センター 養成所・病院、看護技
術ジョイント研修

2020年11月

臨床で必要な看護実践能力と新人看護師教育の実際 石川眞理子
公益社団法人愛知県看護協会「令和2年度看護
基礎教育制度についての交流会」

2020年11月

成人慢性期看護方法論 石本香好子 愛知県立大学   成人慢性期看護方法論 2020年12月

大腸ポリープ切除前の患者説明充実への取り組み 中谷亜希恵
EAファーマ株式会社　大腸内視鏡検査に関わる
医療安全情報WEBセミナー

2021年3月

当院内視鏡センターにおける大腸内視鏡検査前の前処置の実際 神谷優子
EAファーマ株式会社　大腸内視鏡検査に関わる
医療安全情報WEBセミナー

2021年3月

大腸内視鏡検査前の追加処置軽減への取り組み 早川郁子
EAファーマ株式会社　大腸内視鏡検査に関わる
医療安全情報WEBセミナー

2021年3月

令和2年度就職直前Web講座 深谷理沙 人間環境大学 2021年3月

多職種で考えるせん妄予防セミナー 鈴木名保美 エーザイ株式会社 2021年3月
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患者サポートセンター（総合相談室）

<講演会・講習会・研修会>
演題名 演者名 講演会(主催)名・講演会名 年月

職能団体によるCOVID-19調査とメゾレベルソーシャルワーク 樋渡貴晴
『緊急企画　コロナ禍におけるソーシャルワーク
実践』
主催：救急認定ソーシャルワーカー認定機構

2021年3月

安全環境管理室

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

インシデントレポートに対するポジティブアプローチを試みて 中村美香、久保美幸、亀島大輔、山本真一 第15回　医療の質・安全学会学術集会 2020年11月

肝炎ウイルス検査陽性患者への結果説明と消化器内科への受診
を確実に行うための取り組み

亀島大輔、久保美幸、伊藤英史、仲島さより 第15回　医療の質・安全学会学術集会 2020年11月

セーフティマネージャー研修の取り組み
～「伝える」医師への伝達を確実に～

久保美幸、亀島大輔 第15回　医療の質・安全学会学術集会 2020年11月

転倒転落予防に向けたチーム活動報告 山口裕一、久保美幸、亀島大輔、山本真一 第15回　医療の質・安全学会学術集会 2020年11月

<著書・論文>

題名 執筆者・編者名
論文：掲載誌名(巻・号・頁)

著書：著書名(頁-頁)発行所名
年月

病棟の時間外労働時間の削減に向けて　DiNQLデータ活用による
労働環境の整備

佐藤浩二
看護　72巻9号 Page043-046
(株)日本看護協会出版会

2020年6月

<地域貢献活動>
演題名 氏名 講演会(主催)名・講演会名 年月

感染管理の基礎、標準予防策、
高齢者に多い感染症とその対策

神谷雅代

令和2年度　愛知県委託　訪問看護推進事業研
修会
訪問看護ブラッシュアップ研修「訪問看護スキル
アップ研修」

2020年7月

健康危機管理論（6回） 久保美幸 修文大学　看護学部　講義　（10月～12月） 2020年10月

利用者の尊厳ある生活を支えるケアと看護
「感染管理対策」

神谷雅代
令和2年度　愛知県委託　看護実務者研修事業
研修会
介護施設等の看護実務者研修

2020年11月

医療安全管理者養成研修（医療安全に資する情報収集と分析　対
策立案　フィードバック　評価）

久保美幸
愛知県看護協会主催　令和2年度　医療安全管
理者養成研修

2020年11月

医療安全管理者養成研修（医療安全についての職員に対する研修
の企画・運営）

久保美幸
愛知県看護協会主催　令和2年度　医療安全管
理者養成研修

2020年11月
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刈谷豊田東病院

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

当院におけるPD＋HD併用療法患者について 藤川純一、惠　哲馬、伊藤有司、細萱真一郎、千郷欣哉、小山勝志 第30回　日本臨床工学会 2020年9月

自動車運転支援プログラムによる運転の断念が症例の生活に与え
る影響
～生活期通所リハ利用者一例を通して～

小木曽涼介、小口和代、後藤進一郎、石川真希、清水雅裕 第54回　日本作業療法学会 2020年9月

透析モニターHD03を導入して 惠　哲馬、伊藤有司、久野由乃、細萱真一郎、藤川純一 第65回　日本透析医学会学術集会・総会 2020年11月

当院におけるバスキュラーアクセス（VA）管理について 藤川純一、惠　哲馬、伊藤有司、細萱真一郎、小山勝志 第65回　日本透析医学会学術集会・総会 2020年11月

当院における災害対策の取組み 細萱真一郎、藤川純一、西明子、浅田幸子、千郷欣哉、小山勝志 第65回　日本透析医学会学術集会・総会 2020年11月

ヒヤリハット報告のレポートから見えてきた転倒転落防止対策 深浦里美、浅田幸子 第15回　医療の質・安全学会学術集会 2020年11月

維持透析患者のがん性疼痛に対する緩和ケアの取り組み～事例
の振り返りを通して～

山岡佳代子、矢冨杏奈 第23回　腎不全看護学会学術集会 2020年11月

介護職の人材教育に必要な目標設定 深川淳子、佐久間智子、浅田幸子 第28回　日本慢性期医療学会 2020年12月

高浜豊田病院

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

外来維持透析回診の薬剤師同行における有用性の検討 伊藤真史、近藤洋一、木下照常、滝本典夫 第30回　日本医療薬学会年会 2020年10月

健診胸部単純X線撮影における従来法とエネルギーサブトラクショ
ン方式との比較検討

森佐知子、堀世梨奈、今泉康弘、増田好輝、中川達也、河野泰久、
佐野幹夫、岩田　勝

第61回　日本人間ドック学会学術大会 2020年11月

血清Helicobacter pylori抗体測定試薬の比較検討 内田和歌子、中川正巳 第20回　愛知県医学検査学会 2021年1月
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