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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 05
　　　・職員が職員向けに行う講演は含まない。 腎臓内科 06
　　　・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

　　　　　（Cの著書・論文は除く） 消化器外科 07
【期間】 呼吸器外科 08

2021年4月1日～2022年3月31日 乳腺・内分泌外科
【分類】 循環器センター（循環器内科） 09

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）
整形外科／リウマチ科 10
皮膚科 12
泌尿器科 13
産婦人科 14
耳鼻咽喉科 15
眼科 

【書式】 歯科・歯科口腔外科 16
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 17
※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 18

薬剤部 19
臨床検査・病理技術科 21
放射線技術科 22
リハビリテーション科（診療技術部） 25
臨床工学科 28
看護部 30
安全環境管理室 32
刈谷豊田東病院 34
高浜豊田病院 35

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

IgA腎症に合併したinflammatory bowel disease unclassifiedの1例
光松佑時、濱島英司、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、二村侑歩、伊藤誠

医学生・研修医の日本内科学会ことはじめ
2021東京

2021年4月

正露丸®・百草丸®長期内服中に合併した特発性腸間膜静脈硬化症
疑いの1例

佐藤宏樹、濱島英司、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、二村侑歩、伊藤誠

医学生・研修医の日本内科学会ことはじめ
2021東京

2021年4月

当院での胆のう結石の有無における総胆管結石再発率の検討
竹内一訓、中江康之、濱島英司、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
福沢一馬、吉川幸愛、井本正巳

第107回　日本消化器病学会総会 2021年4月

下部消化管内視鏡検査で，長期間にわたり経過観察し得た特発性
腸間膜静脈硬化症の5例（ワークショップ）

福沢一馬、濱島英司、神岡諭郎、中江康之、仲島さより、久野剛史、
竹内一訓、吉川幸愛、伊藤誠

第107回　日本消化器病学会総会 2021年4月

当院IBDの活動期の判定補助における血清ロイシンリッチα2グリコ
プロテインの有用性についての検討

二村侑歩、濱島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、吉川幸愛、光松佑時、井本正己

第107回　日本消化器病学会総会 2021年4月

生物学的製剤、免疫調整剤投与中に悪性腫瘍を合併したクローン病
5例

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

第101回　日本消化器内視鏡学会総会 2021年5月

当院で抗TNFα抗体を導入した腸管型ベーチェット病8例の臨床的
検討

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

第101回　日本消化器内視鏡学会総会 2021年5月

空腸の腸閉塞を契機に診断された小腸大腸型CDの1例
亀島祐貴、濱島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、吉川幸愛、二村侑歩

第245回　日本内科学会東海地方会 2021年10月

十二指腸狭窄を合併した再発性膵炎の1例
川嶋裕人、中江康之、濱島英司、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、二村侑歩、伊藤誠

第245回　日本内科学会東海地方会 2021年10月

直腸のリンパ濾胞増殖を合併した潰瘍性大腸炎5例の臨床的検討
福沢一馬、濱島英司、神岡諭郎、中江康之、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、吉川幸愛、二村侑歩、伊藤誠

第29回　日本消化器関連学会週間 2021年11月

当院のIBDにおける5-ASAに対するアレルギー症例の臨床的検討
吉川幸愛、濱島英司、神岡諭郎、中江康之、仲島さより、久野剛史、
竹内一訓、福沢一馬、二村侑歩、光松佑時、井本正巳

第29回　日本消化器関連学会週間 2021年11月

亜全周性食道ESD後狭窄予防にステロイド経口＋局注併用療法が
有効であった表在型食道癌の1例

佐々木雅隆、神岡諭郎、濱島英司、中江康之、仲島さより、久野剛史、
福沢一馬、二村侑歩、吉川幸愛、光松佑時

第64回　日本消化器内視鏡学会東海支部例会 2021年12月

大腸ESDを施行した隆起型MPSの1例
佐藤宏樹、濱島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、吉川幸愛、二村侑歩、光松佑時、伊藤誠

第64回　日本消化器内視鏡学会東海支部例会 2021年12月

潰瘍性大腸炎に合併した大腸癌2例
川嶋裕人、濱島英司、神岡諭郎、中江康之、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、二村侑歩、吉川幸愛、光松佑時、佐藤宏樹、
伊藤誠

第64回　日本消化器内視鏡学会東海支部例会 2021年12月

胃癌との鑑別に苦慮した胃炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の1例
亀島祐貴、神岡諭郎、濱島英司、中江康之、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、吉川幸愛、二村侑歩、光松佑時、伊藤誠

第64回　日本消化器内視鏡学会東海支部例会 2021年12月

当院の潰瘍性大腸炎におけるVedolizumab使用例の臨床的検討
（シンポジウム）

福沢一馬、濱島英司、神岡諭郎 第133回　日本消化器病学会東海支部例会 2021年12月

Infliximab二次無効で消化管出血が遷延し，回盲部切除術を施行した
腸管ベーチェット病の1例

二村侑歩、濱島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、吉川幸愛、光松佑時、井本正巳

第133回　日本消化器病学会東海支部例会 2021年12月
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演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

経時的な増大を認め外科的切除を行った限局性結節性過形成の1例
光松佑時、仲島さより、濱島英司、中江康之、神岡諭郎、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、二村侑歩、吉川幸愛、井本正巳、伊藤誠

第133回　日本消化器病学会東海支部例会 2021年12月

腸重積にて診断された回腸悪性リンパ腫（DLCBL)の1例
河竹弘貴、神岡諭郎、濱島英司、中江康之、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、伊藤誠

第246回　日本内科学会東海地方会 2022年2月

貧血で診断された胃前庭部毛細血管拡張症（GAVE）と左房粘液腫の1
例

水谷夏香、神岡諭郎、濱島英司、中江康之、仲島さより、久野剛史、
佐々木雅隆、福沢一馬、吉川幸愛、二村侑歩

第246回　日本内科学会東海地方会 2022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

C型肝炎撲滅に向け病院で取り組めること 仲島さより The Eliminators 2021年6月

潰瘍性大腸炎における5-ASAアレルギーの臨床的検討 吉川幸愛 潰瘍性大腸炎　UP TO DATE～三河エリア 2021年6月

当院IBDの活動期の判定補助における血清ロイシンリッチα2グリコ
プロテインの有用性についての検討

二村侑歩 炎症性腸疾患の診断と治療を考える会in三河 2021年7月

当院でのウステキヌマブ使用経験について 久野剛史 ウステキヌマブ　2周年講演会 2021年9月

当院IBDにおける血性LRGの有用性についての検討 二村侑歩 東海北陸・近畿 LRGフォーラム2021 2021年10月

TACEによる病勢コントロールを行った肝血管肉腫の一例 佐々木雅隆 第144回名古屋肝疾患研究会 2021年10月

肝膿瘍治療について 仲島さより 第144回名古屋肝疾患研究会 2021年10月

当院における経口IBD治療薬の有効性とアドヒアランスに関する
臨床的検討

久野剛史 IBD seminar in MIKAWA 2021年11月

IBDにおけるワクチンに関する内科の指針について 久野剛史
第2回　炎症性腸疾患の診断と治療を考える会
in三河

2021年12月

直腸のリンパ濾胞増殖を合併した潰瘍性大腸炎の臨床的検討 福沢一馬 炎症性腸疾患研究会～次世代フォーラム 2022年2月

当院のUCにおけるVedolizumabの使用経験 福沢一馬 MIKAWA IBD Web Conference 2022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

下部消化管内視鏡検査で長期経過観察中に，高分化管状腺癌と
高異型度腺腫を合併した直腸粘膜脱症候群の1例.

山本崇文、濱島英司、神岡諭郎、中江康之、仲島さより、久野剛史、
伊藤誠、藤城光弘

日本消化器病学会雑誌．118巻8号，
p. 757-767

2021年11月
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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

肺MALTリンパ腫の1例
藤浦悠希、山田悠貴、街道達哉、加藤早紀、松井彰、岡田木綿、
鈴木嘉洋、武田直也、吉田憲生

第119回　日本呼吸器学会東海地方会 2021年5月

ペムブロリズマブ投与後にTENを来した未分化肺癌の1例
街道達哉、山田悠貴、藤浦悠希、加藤早紀、松井彰、岡田木綿、
鈴木嘉洋、武田直也、吉田憲生

第119回　日本呼吸器学会東海地方会 2021年5月

当院における気管支鏡の破損状況の検討
武田直也、鈴木嘉洋、松井彰、加藤早紀、街道達哉、藤浦悠希、
山田悠貴、岡田木綿、吉田憲生、鈴木あゆみ、雪上晴弘、山田健

第44回　日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2021年6月

気管支鏡検査で診断を得た肺放線菌症の1例
藤浦悠希、吉田憲生、武田直也、鈴木嘉洋、松井彰、加藤早紀、
街道達哉、山田悠貴

第44回　日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2021年6月

気管支鏡検査で診断し得たペムブロリズマブによる薬剤性器質化
肺炎の1例

加藤早紀、山田悠貴、藤浦悠希、街道達哉、松井彰、鈴木嘉洋、
武田直也、吉田憲生、鈴木あゆみ、雪上晴弘、山田健

第44回　日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2021年6月

診断に難渋した成人Still病の1例 横山昌己、松井彰、吉田憲生、近藤章人、武田直也 第246回　日本内科学会東海地方会 2022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

当院でのコロナ診療の現状について 武田直也 碧海呼吸器疾患研究会Online 2021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

Effects of high-flow nasal cannula oxygen therapy on oral intake of
do-not-intubate patients with respiratory diseases

Hirofumi Shibata, Naoya Takeda, Yoshihiro Suzuki, Toshiyuki Katoh, 
Norio Yoshida, Yoshinori Hasegawa, Etsuro Yamaguchi, 
Naozumi Hashimoto, Satoru Ito

Nagoya J Med Sci. 83(3):509-522,2021 2021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

Withコロナ時代の感染症対策～正しく知り、正しく恐れる～ 武田直也 愛知県　令和3年度　第1回健康公開講座 2021年6月
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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

PC型Castleman病による急性腎不全を発症しPD導入となるも
腎機能回復し透析離脱し得た一例

鈴木皓大、伊藤祐基、春日井貴久、萩田淳一郎、近藤章人、小池清美、
小山勝志

第66回　日本透析医学会総会 2021年6月

血液透析導入時に門脈圧亢進症によると思われる腹水を認めた1例
近藤章人、伊藤祐基、鈴木晧大、春日井貴久、萩田淳一郎、小池清美、
小山勝志

第66回　日本透析医学会総会 2021年6月

ホモシステイン研究、最近の話題 小山勝志 第464回　ビタミン研究協議会 2021年8月

慢性腎臓病での血管内皮機能は慢性腎臓病患者の生命予後を
規定する

小山勝志 第465回　ビタミン研究協議会 2021年11月

糖尿病・内分泌内科

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

SGLT-2阻害薬が有効であったWerner症候群に伴う糖尿病の症例 長谷川千恵 第10回内分泌代謝トランスレーショナル医学塾 2021年4月

糖尿病治療薬の使い分け～実臨床での課題を含めて～ 水野達央
DUAL Seminar in 桜山
～ツイミーグR発売記念講演会～

2021年12月

SGLT-2阻害薬を安全に使おう 水野達央
第11回糖尿病と動脈硬化を考える会
クロージング

2022年3月

患者さんのための糖尿病治療戦略と病診連携 伊勢村昌也
Diabetes ＆ Incretin Seminar in 三河パネル
ディスカッション

2022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

糖尿病の『アドボカシー活動』って？ 水野達央
名市大ブックス第7巻「子育て世代が知りたい
子供の病気やライフステージの話」：中日新聞社

2021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

SGLT-2阻害薬使用における注意点
～ガイドラインに振り回されないために～

水野達央 SGLT2阻害剤の適正使用を考える会 2021年9月

SGLT-2阻害薬使用における注意点
～ガイドラインに振り回されないために～

水野達央 SGLT2阻害剤の適正使用を考える会 2021年11月

災害と糖尿病～いざという時あわてないために～ 水野達央
医療の知恵袋　刈谷豊田総合病院ホーム
ページ

2021年11月
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消化器外科（上部消化管）

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

巨大膵粘液嚢胞腺腫を腹腔鏡下に摘出しえた1例
山本誠也、髙阪重行、宮井博隆、齋藤正樹、上田晶彦、木村将、
江口祐輝、廣川高久、山本稔、小林建司、田中守嗣

第299回　東海外科学会 2021年4月

CTCを利用した体腔内吻合モデル実験と体腔内吻合導入及び短期成
績の検討

藤井善章、小林建司、山本誠也、上田晶彦、木村将、齋藤正樹、
宮井博隆、山本稔、田中守嗣

第76回　日本消化器外科学会総会 2021年7月

直腸低位前方切除後の口側腸管に発生したC-KIT陰性消化管間質腫
瘍の1例

髙阪重行、小林建司、山本誠也、上田晶彦、木村将、江口祐輝、
齋藤正樹、廣川高久、宮井博隆、山本稔、田中守嗣

第56回　愛知臨床外科学会 2021年7月

Preoperative Chemoradiotherapy in Lower Rectal Cancer
江口祐輝、小林建司、山本稔、宮井博隆、廣川高久、齋藤正樹、
木村将、澤井美里、髙阪重行、山本誠也、田中守嗣

第83回　日本臨床外科学会総会 2021年11月

COVID-19禍での安全な手術を考える
～入院時スクリーニングPCRの効果と陽性者手術の実施体制～

小林建司、山本誠也、髙坂重行、上田晶彦、木村将、江口祐輝、
齋藤正樹、廣川高久、宮井博隆、山本稔、田中守嗣

第83回　日本臨床外科学会総会 2021年11月

シンポジウム
CME+CVLを意識した脾彎曲部結腸癌に対する郭清

廣川高久、小林建司、山本誠也、髙阪重行、楠戸夏城、上田晶彦、
木村将、江口祐輝、齋藤正樹、宮井博隆、山本稔、田中守嗣

第76回　日本大腸肛門病学会学術集会 2021年11月

ワークショップ
横行結腸癌に対する受けを意識した挟み撃ちによる中結腸動脈の郭
清

廣川高久、小林建司、山本誠也、髙阪重行、上田晶彦、木村将、
江口祐輝、齋藤正樹、宮井博隆、山本稔、田中守嗣

第83回　日本臨床外科学会総会 2021年11月

ソロサージェリーでのロボット支援胃切除術の確立
宮井博隆、齋藤正樹、山本誠也、髙阪重行、上田晶彦、木村将、
江口祐輝、廣川高久、山本稔、小林建司、田中守嗣

第34回　日本内視鏡外科学会総会 2021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

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

Yoshiaki Fujii 1, Kenji Kobayashi 1, Syo Kimura 1, Shuhei Uehara 1, 
Hirotaka Miyai 1, Shuji Takiguchi 2

Mol Clin Oncol 2021 Apr;14(4):80. 2021年4月

Clinical importance of carcinoembyonic antigen messenger RNA level
in peritoneal lavage fluids mesured by transcription-reverse
transcription concerted reaction for advanced gastric cancer in
laparoscopic surgery

Kohei Fujita, Takeshi Omori, Hisashi Hara, Naoki Shinno, Masaaki
Yamamoto, Yosimasa Aoyama, Keijiro Sugimura, Takashi Kanemura,
Tomohira Takeoka, Masayoshi Yasui, Chu Matsuda, Hidenori Takahashi,
Hiroshi Wada, Junichi Nishimura, Naotsugu Haraguchi, Shinichiro
Hasegawa, Nozomu Nakai, Kei Asukai, Yosuke Mukai, Hiroshi Miyata,
Masayuki Ohue, Masato Sakon

Surgical Endoscopy, 2021 May 17, doi:
10.1007/s00464-021-08539-2. online ahead of
print

2021年5月

Delta-shaped overlap anastomosis in laparoscopic colectomy with
mechanical closure of the enterotomy

Y Fujii 1, K Kobayashi 2, S Yamamoto 2, S Kimura 2, H Miyai 2, T
Hayakawa 2, S Takiguchi 3

Tech Coloproctol 2021 Aug;25(8):971-972. 2021年8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

病理病期I期扁平上皮癌に対する術後UFT療法の効果 雪上晴弘、鈴木あゆみ、細川真、山田健 第38回　日本呼吸器外科学会学術集会 2021年5月

cN1非小細胞肺癌に対するロボット支援胸腔鏡下リンパ節郭清 雪上晴弘、鈴木あゆみ、細川真、山田健 第44回　日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2021年6月

左型の上葉気管支分岐に加え気管気管支型のB2aを呈する右上葉
肺癌の一切除例

細川真、雪上晴弘、鈴木あゆみ、山田健 第44回　日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2021年6月

前縦隔腫瘍を疑った左上葉発生の硬化性肺胞上皮腫の一例 細川真、雪上晴弘、山田健 第56回　愛知臨床外科学会 2021年7月

肺癌術後乳び胸から心嚢水貯留を来たし治療に難渋した1例 山田健、雪上晴弘、細川真 第33回　静岡呼吸器外科医会 夏季例会 2021年7月

Complex Sleeve Lobectomy for Lung Cancer 山田健、雪上晴弘、細川真 第74回　日本胸部外科学会定期学術集会 2021年11月

動脈塞栓術後に胸骨正中および後側方アプローチで切除した左胸腔
chronic expanding hematomaの一例

雪上晴弘、細川真、山田健 第74回　日本胸部外科学会定期学術集会 2021年11月

肺動静脈奇形の破綻に伴う炎症性腫瘤の1例 細川真、雪上晴弘、山田健 第300回　東海外科学会 2021年11月

間質性肺炎及び慢性進行性肺アスペルギルス症を伴う難治性気胸に
対して、局所麻酔下胸腔鏡手術を行った1例

細川真、雪上晴弘、山田健 第120回　日本呼吸器学会東海地方学会 2021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

全身麻酔困難な難治性気胸に対する局所麻酔下胸腔鏡手術の有用
性

細川真、雪上晴弘、山田健 第30回　東海呼吸器外科セミナー 2022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

腋窩脂肪内に発生した粘液腫様結節の一例 川口暢子、伊藤誠、内藤明広、米山亜紀子 第29回　日本乳癌学会学術総会 2021年7月

局所治療が有効であった乳癌回腸転移、腹膜播種の一例
松本光加、川口暢子、内藤明広、藤田崇史、山本誠也、廣川高久、
小林建司

第57回　愛知臨床外科学会 2022年2月

甲状腺線維性偽腫瘍（Burn-out tumor)の一例 内藤明広 第33回　日本内分泌外科学会総会 2021年6月

進行・再発乳癌の治療手段としてのS1の有用性に関する検討 内藤明広、川口暢子 第2回　日本乳癌学会学術総会 2021年7月
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循環器センター（循環器内科）

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

Balloon Edgeに生じたSpasmをIVUSの経時変化から鑑別し得た
1例

北原太樹、梶口雅弘、近藤正樹、辻太一、新保雄作、浅野喜澄、
原田光徳、杢野晋司

CVIT　第45回　東海北陸地方会 2021年10月

FAAM mapを用いることにより上大静脈と左房右側前壁の架橋が
推定された非肺静脈起源心房細動の1例

藤井亜弥、原田光徳、北原太樹、近藤正樹、組橋裕樹、辻太一、
新保雄作、浅野喜澄、梶口雅弘、杢野晋司

日本循環器学会東海北陸地方会 2021年10月

Purkinje関連の難治性心室頻拍に対してカテーテルアブレーションが
奏功した心サルコイドーシスの一例

藤井亜弥、原田光徳、近藤正樹、北原太樹、組橋裕樹、辻太一、
新保雄作、浅野喜澄、梶口雅弘、杢野晋司

カテーテルアブレーション関連秋季大会2021 2021年11月

FAAM mapを用いることにより上大静脈と左房右側前壁の架橋が
推定された非肺静脈起源心房細動の1例

藤井亜弥、原田光徳、北原太樹、近藤正樹、組橋裕樹、辻太一、
新保雄作、浅野喜澄、梶口雅弘、杢野晋司

第2回　不整脈心電学会地方会 2022年3月

Epicardial Fat is Related With 
Ischemia of LAD presented by CT-FFR

Yusaku Shinbo、Masaki Kondo、Taiki Kitahara、Horoki Kumihashi、
Taichi Tsuji、Yoshizumi Asano、Masahiro Kajiguchi、
Mitsunori Harada、Shinji Mokuno

第86回　日本循環器学会学術集会 2022年3月

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

Temporary veno-atrial shuntを用いてSVC合併切除を施行した
悪性胸腺腫の1例

斉藤隆之、北村浩平、沼田幸英
第64回　関西胸部外科学会学術集会

2021年6月

左房粘液腫および大動脈弁乳頭状線維弾性腫の同時切除を施行した
1例

北村浩平、斉藤隆之、沼田幸英
第64回　関西胸部外科学会学術集会

2021年6月

急性壊死性弁膜炎による高度弁逆流のため緊急二弁置換術を行い
救命し得た1例

沼田幸英、北村浩平、斉藤隆之

第64回　関西胸部外科学会学術集会 2021年6月

偶発的に発見された巨大冠動脈瘤に対し外科治療を行った1例 榛原梓良、中井洋佑、斉藤隆之 第57回　愛知臨床外科学会 2022年2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

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、山田陽太郎 第64回　日本手外科学会学術集会 2021年4月

長母指伸筋腱皮下断裂に対する固有示指伸筋腱移行術における
術後早期自動運動（麻酔法の違いによる術後成績の比較検討）

夏目唯弘、土橋皓展、山田陽太郎 第64回　日本手外科学会学術集会 2021年4月

びまん性特発性骨増殖症を伴う骨粗鬆性椎体骨折に対する経皮的
椎体形成術

村本明生、松原祐二、両角正義 第50回　日本脊椎脊髄病学会 2021年4月

下肢痛を伴う骨粗鬆性椎体骨折に対する経皮的椎体形成術 村本明生、松原祐二、両角正義 第50回　日本脊椎脊髄病学会 2021年4月

「骨粗鬆症性椎体骨折」　BKP後に脊椎固定術を要した症例の検討 両角正義、村本明生、松原祐二 第29回　日本脊椎インストルメンテーション学会 2021年10月

橈骨頭骨折を合併した経肘頭脱臼骨折の治療経験 土橋皓展、夏目唯弘、山田陽太郎 第34回　肘関節学会学術集会 2022年2月

抗血小板・抗凝固薬を内服する肘部管症候群患者の継続・休薬に
関する術後成績

夏目唯弘、土橋皓展、山田陽太郎 第34回　肘関節学会学術集会 2022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

RAにおける関節エコー評価 舟橋康治 西三河RA Expert meeting 2021年4月

TBCRにおけるTocilizumabのEvidence 舟橋康治 第11回　三河地区トシリズマブ研究会 2021年5月

当院におけるAbataceptの治療成績 舟橋康治 Latest Findings Lecture 2021年6月

関節リウマチ診療における関節エコー撮像手技のポイント 舟橋康治  FUJI Rheumatology Academy2021 2021年6月

症例を通じて考える　RAと肺疾患合併の際、治療をどうするか 舟橋康治 西三河RAExpertミーティング 2021年6月

AMIS Experience 舟橋康治
AMIS Approach Users’ & Non-Users’ small
seminar

2021年8月

当院におけるサリルマブの使用経験 舟橋康治
第8回　全三河リウマチ研究会・ 第68回東三河
リウマチ研究会

2021年9月

関節リウマチにおける外科的治療 舟橋康治 Jak Frontier Web講演会 2021年9月

成人脊柱変形患者の手術適応と固定範囲、合併症 村本明生、松原祐二、両角正義 第29回　鶴舞脊椎脊髄カンファレンス 2021年11月

TKA術後の大腿骨顆上粉砕骨折に対してTKA再置換術を施行した
症例

北見知靖、舟橋康治、松原祐二、村本明生、両角正義、夏目唯弘
田中佑樹、土橋皓展、山田陽太郎、榛原梓園

第257回　整形外科集団会東海地方会 2021年12月
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演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

関節リウマチ、運動器の関節エコー
基本的なプローブ操作、今さら聞けないポイント、見落としがちな
注意点

舟橋康治 関節エコー　Expert Web セミナー 2022年1月

骨粗鬆症性椎体骨折治療で困ったこと、乗り越えてきたこと 両角正義、松原祐二、村本明生 youth spine meeting 講演1 2022年1月

肘関節脱臼のおけるanterior capsule-ligamentous complex修復の
重要性

土橋皓展、夏目唯弘、松原祐二、舟橋康治、村本明生、両角正義
田中佑樹、山田陽太郎、北見知靖、榛原梓園

第68回　東海整形外科外傷研究会 2022年3月

クリニックのリウマチ診療においてイグラチモドの事で知っておきたい
事

舟橋康治 csDMARDｓを考える会 2022年3月

関節リウマチにおける治療戦略～外科的アプローチを中心に～ 舟橋康治 RA Expert Seminar 2022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

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、山田陽太郎 日手会誌38巻　第5号787-791 2022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

BKP後に生じた早期隣接椎体骨折の危険因子と今後の課題 両角正義
第24回　JASMISS 　「BKP update」
シンポジウム

2021年11月

<地域貢献活動>
演題名 氏名 講演会(主催)名・講演会名 年月

関節リウマチの診療について 舟橋康治 かりや関節リウマチネットワーク 2022年1月
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皮膚科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

皮膚科心身症としての側面を有する尋常性ざ瘡に対する心身医学的
アプローチ

山北高志 第120回　日本皮膚科学会総会　敎育講演 2021年6月

不明熱とニューロパチーで発症した皮下型サルコイドーシスの1例 横井聡美、岩田洋平、田中義人、村手健一郎、渡辺宏久、杉浦一充 第120回　日本皮膚科学会総会 2021年6月

皮膚型平滑筋肉腫の1例 福田晃洋、有馬豪、岩田洋平、杉浦一充 第296回　日本皮膚科学会東海地方会 2021年6月

家族性地中海熱にIgA血管炎と尋常性乾癬を合併した1例 塚本崇子、岩田洋平、前田珠希、大宮直木、杉浦一充 第297回　日本皮膚科学会東海地方会 2021年9月

COVID-19に関連したリベド・壊死を呈した2例 横井聡美、岩田洋平、田中義人、杉浦一充 第72回　日本皮膚科学会中部支部学術大会 2021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

腋窩に生じた皮膚原発rhabdoid melanomaの1例
横井聡美、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47回　皮膚かたち研究学会 2021年7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

COVID-19 associated livedo and purpura:clinical and histopathological
findings

Satomi Yokoi, Yohei Iwata, Yoshihito Tanaka, Kazumitsu Sugiura.
 European Jornal of Dermatology

 31(4):568-70.2021
2021年8月

LIPH遺伝子変異を認めた先天性乏毛症 横井聡美、有馬豪、杉浦一充  皮膚病診療　43：900-902, 2021 2021年10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

ロボット支援前立腺全摘術(RARP)後に脊髄梗塞を発症した1例 近藤洋平、渡邉亮典、成田知弥、前田基博、近藤厚哉、田中國晃 第287回　日本泌尿器科学会東海地方会 2021年6月

骨盤臓器脱と直腸脱の併発症例に対する一期的腹腔鏡手術の検討 近藤厚哉、近藤洋平、渡邉亮典、成田知弥、前田基博、田中國晃 第71回　日本泌尿器科学会中部総会 2021年10月

当院におけるECIRSの初期経験の検討 前田基博、近藤洋平、渡邉亮典、成田知弥、近藤厚哉、田中國晃 第35回　日本泌尿器内視鏡学会総会 2021年11月

ロボット支援腎部分切除後の局所再発・ポート再発にニボルマブが
著効した1例

成田知弥、近藤洋平、渡邉亮典、前田基博、近藤厚哉、田中國晃 第109回　日本泌尿器科学会総会 2021年12月

腎動静脈瘻(aneurysmal type)に対して血管内コイル塞栓術を
施行した1例

渡邉亮典、近藤洋平、成田知弥、前田基博、近藤厚哉、田中國晃 第288回　日本泌尿器科学会東海地方会 2021年12月

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

ロボット支援腎部分切除後の局所再発・ポート再発にニボルマブを
使用した1例

成田知弥、近藤洋平、渡邉亮典、前田基博、近藤厚哉、田中國晃 第10回　尾張三河泌尿器腫瘍研究会 2021年6月

診断に苦慮した後腹膜腫瘍の一例 前田基博、近藤洋平、渡邉亮典、成田知弥、近藤厚哉、田中國晃 第23回　西三河泌尿器科研究会 2021年9月

バベンチオ維持療法の適格症例とは 前田基博 東三河 Urotherial Cancer Internet Seminar 2021年9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

Real-time Virtual Sonographyガイド下前立腺生検の概要と手順に
ついて

田中國晃
プレシジョンメディシンを目指した前立腺癌診療
p52～57

2021年7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

LEP製剤による薬剤誘発性 高血圧症が疑われた1例 小林眞子、可世木聡、長船綾子、佐藤亜理奈、呉尚郁、古井憲作、
服部惠、鈴木祐子、梅津朋和

第113回　愛知産科婦人科学会学術講演会 2021年7月

同時に発見されたBRCA遺伝子変異陽性の乳癌・卵巣癌に
オラパリブが奏功した 高齢女性の1例


佐藤亜理奈、可世木聡、長船綾子、小林眞子、呉尚郁、古井憲作、
服部恵、鈴木祐子、梅津朋和

第63回　日本婦人科腫瘍学会学術講演会 2021年7月

ワークショップ　TLHにおける腟壁切開法のコツ（大きい筋腫含む）
～先人から盗み、助手力を磨け！～

長船綾子
第61回　日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会

2021年9月

妊娠中に疼痛を繰り返した漿膜下変性筋腫に対し腹腔鏡手術が
有用であった一例

可世木聡、長船綾子、小林眞子、佐藤亜理奈、呉尚郁、古井憲作、
服部惠、鈴木祐子、梅津朋和

第61回　日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会

2021年9月

直腸後腔からアプローチすることによりPeritoneal inclusion cystを
根治することが出来た1例

服部惠、長船綾子、小林眞子、佐藤亜理奈、呉尚郁、古井憲作、
鈴木祐子、可世木聡、梅津朋和

第61回　日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会

2021年9月

当院での付属器切除術における切離ラインの工夫について
古井憲作、長船綾子、小林眞子、佐藤亜理奈、呉 尚郁、服部 惠、
鈴木祐子、可世木 聡、梅津朋和

第21回　東海産婦人科内視鏡手術研究会 2021年10月


出産を契機に発症し、治療に難渋した妊娠関連二次性TMAの1例

成田明日香、長船綾子、小林眞子、佐藤亜理奈、古井憲作、黒田啓太、
服部惠、鈴木祐子、可世木聡、山本真一 、梅津朋和

第142回　東海産科婦人科学会学術講演会 2022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

女医の家族計画～今昔物語 長船綾子
第6回　腹腔鏡手術トレーニングについて
考えよう

2021年7月

LCSを愛用する女性医師の立場から～その先へ～ 長船綾子 西梅田ラパロセミナー 2021年9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

CHAPTER11 LCSを愛用する女性医師の立場から 長船綾子
こだわりのTLH-エキスパートのTLHを知り、
自分のTLHを作ろう

2021年6月

卵巣腫瘍と鑑別が困難であり短期間に再燃・増大を繰り返した
後腹膜脂肪肉腫の1例

呉尚郁、長船綾子、小林眞子、佐藤亜理奈、古井憲作、服部惠、
鈴木祐子、可世木聡、伊藤誠、梅津朋和

東海産科婦人科学会雑誌第58巻2021年
195-201

2022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

最近の偶発事例について---愛知県医師会 医療安全対策委員会に
おける2020年7月～2021年6月の検討事例---

山本真一 愛知県産婦人科医会　救急医療研修会 2021年10月

14 / 35



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

顔面腫脹を初発症状とし診断に難渋した節外性NK/T細胞
リンパ腫・鼻型(ENKL)の一例

松本華澄、内木幹人、楊承叡、東浦航、岩村祥平、高橋正克
第179回　日本耳鼻咽喉科学会　東海地方部会
連合講演会

2021年6月

眼科

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

光波長制御レンズを用いた弱視眼のコントラスト感度向上効果の
検討

中塚秀司、半田知也、伊藤博隆、渡邊智人、杢野久美子 第57回　日本眼光学学会 2021年9月

単焦点および多焦点眼内レンズにおける距離別コントラスト感度の
検討

甘利裕明、鈴木恵奈、平田憲史、渡邊智人、中塚秀司、伊藤博隆、
杢野久美子

第75回　日本臨床眼科学会 2021年10月

インストラクションコース　色覚異常の診断と指導
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75回　日本臨床眼科学会 2021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

刺青関連サルコイドーシスが疑われたぶどう膜炎の一例 夏目啓吾、鈴木恵奈、甘利裕明、杢野久美子 第50回　名古屋大学眼科集談会 2021年12月

ORTe EYENACを用いた加齢性変化による瞳孔径への影響 宇野裕未奈、山下祐一 第3回　愛知視能訓練士学術集会 2022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

Effect of controlling optical wavelength by spectacle lenses on visual
quality.

Tomoya Handa，Shuji Nakatsuka，Hirotaka Ito Optical Review 28： 266–269, 2021 2021年5月

Effect of internal limiting membrane peeling on visual field sensitivity
in eyes with epiretinal membrane accompanied by glaucoma with
hemifield defect and myopia 

Hiroki Kaneko, Norifumi Hirata, Hideyuki Shimizu, Keiko Kataoka,
 Norie Nonobe, Kumiko Mokuno, Hiroko Terasaki

Jpn J Ophthalmol. 2021 May;65(3):380-387.
doi: 10.1007/s10384-021-00817-9.  Epub 2021
Feb 3.

2021年5月

快適な立体映像に必要な両眼視機能 半田知也、伊藤博隆
VR/AR技術における感覚の提示、拡張技術と最
新応用事例：15-18，技術情報協会，2021

2021年6月

両眼視機能検査：網膜対応検査 杉浦澄和
保存版 斜視･弱視 黄金マニュアル,
114-121,2021

2021年10月

8.色覚検査　3)ランタンテスト 杢野久美子、田邉紹子 眼科検査ガイド第3版(223-224)　文光堂 2022年2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

飼い犬による小児顔面外傷の1例 竹内千明、深谷真希、松本行史、渡邉和代
第23回　日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大
会

2021年7月

鋭利な歯科治療器具の誤飲後に初期対応を誤った1例 深谷真希、竹内千明、山本憲幸、渡邉和代
第66回　公益社団法人　日本口腔外科学会
総会・学術大会

2021年11月

再建を伴う手術を受けた口腔癌患者の社会復帰に関する検討 山口 聡、上之郷健人 、山本憲幸、小間義朗、甲山尚香、日比英晴 第40回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 2022年2月

再建をともなう手術を受けた口腔癌患者のQOLに関する検討 上之郷健人 、山口 聡、山本憲幸、小間義朗、甲山尚香、日比英晴 第40回　日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 2022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

口内炎（舌炎、再発性アフタをふくむ） 渡邉和代　　総編集；福井次矢、高木誠、小室一成 今日の治療指針2022　1668頁 2022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

がん治療を支える口腔ケア 山本憲幸
がん患者の口腔ケアについて他職種で考えるセ
ミナー

2022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

舌癌について 山本憲幸 CBCラジオ「きく！ラジオ」 2021年9月

リハビリテーション科（外科系）

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

急性期病院における誤嚥性肺炎の実態　
第1報：2019-20年の全体像

小口和代、八木友里、竹尾淳美、保田祥代、加賀谷斉
第5回　日本リハビリテーション医学会秋季学術
集会

2021年11月
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放射線診断科／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

卵巣に発生した炎症性偽腫瘍の一例 茂木奈保子 JSAWI 2021 2021年9月

腹部～両下肢の多発重傷外傷に対してIVR・外科治療を複合し
救命した1例

塚原智史 第49回　日本救急医学会総会・学術集会 2021年11月

造影CT にて確定診断に至れなかった腹部大動脈瘤破裂の1例 塚原智史、北瀬正則、鈴木一史、本田純一、岡部遼 第58回　日本腹部救急医学会総会 2022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

巨大脾動脈瘤に対する塞栓術 塚原智史 東愛知IVR検討会 2021年6月

肝未分化肉腫の1例 岡部遼 名古屋レントゲンカンファレンス 2021年12月

脳症を来した再発性多発軟骨炎の1例 加賀谷理紗 名古屋レントゲンカンファレンス 2022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

半導体PET/CT装置が臨床にもたらすインパクト 北瀬正則、青木卓 月刊新医療　3月号 2022年3月
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麻酔科／救急・集中治療部

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

術中の理想的人工呼吸モードは　
①麻酔器の人工呼吸の現状と肺保護的換気について

小笠原治
日本麻酔科学会第68回　学術集会
シンポジウム

2021年6月

COVID-19患者の広域Primary ECMO Transport
受援施設としての経験

安藤雅樹、山村薫平、市橋拓、蜂矢健太、阿知和訓貴、槇知里、
二村侑樹、長谷川千尋

第43回　日本呼吸療法医学会学術集会 2021年7月

人工呼吸器装着COVID-19患者の転院搬送を経験して
山西克実、後田祐輝、宮田侑輝、森野暁大、阿知和訓貴、松下美加、
安藤雅樹

第43回　日本呼吸療法医学会学術集会 2021年7月

左肺全摘術後の患者に対する縦隔鏡下食道切除術の麻酔管理 柴田由佳、藤掛数馬、祖父江和哉、徐民恵、田村哲也、伊藤遥
日本麻酔科学会東海北陸支部第19回
学術集会

2021年9月

Rapid pacing下で施行したStanfordB型解離性
大動脈瘤に対するZone1 debranching TEVARの一症例

濱田一央、鈴木宏康 日本心臓血管麻酔学会第26回　学術集会 2021年9月

Comprehensive validation of very early rule-out strategies for 
non-ST-segment elevation myocardial infarction in emergency 
departments with Siemens high-sensitivity troponin 
I – a multicenter prospective cohort study –

Mami Tsubota、Masaki Ando、Hajime Murahashi、Taku Ichihashi、
Naoki Yamada、Hiroyuki Azuma、Hiroshi Ishida、Hideyuki Matano、
Yoshimitsu Shimada、Kazuhiko Masuda、Akinori Takeuchi、
Hirotaka Ando、Andrew R. Chapman、Nicholas L. Mills、Masafumi Tada、
Hiroyuki Hayashi、et.al

The European Emergency Medicine Congress
2021

2021年10月

二酸化炭素消火設備の作動により急性二酸化炭素中毒で死亡した
一例

坪田真実、柚木由華、村橋一、多田昌史、安藤雅樹、松嶋麻子 第49回　日本救急医学会総会学術集会 2021年11月

院内救急コール対応で蘇生した新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の一例

加藤明裕、安藤雅樹、小峠和希、坪田真実、三浦敏靖、大出靖将 第49回　日本救急医学会総会学術集会 2021年11月

ソノグラファーによる救急外来診療支援の取り組み 和田悠平、安藤雅樹
第24回　日本救急医学会中部地方会総会・
学術集会

2021年12月

救急初療における初期研修医を対象とした超音波診療支援体制に
ついて

和田悠平、前田佳彦、藤井健斗、安藤雅樹、中川達也、河野泰久
第24回　日本救急医学会中部地方会総会・
学術集会

2021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

集学的治療を要したニボルマブ・イピリムマブ投与後の筋炎合併重症
筋無力症クリーゼの1例

山田貴大、三浦政直、西田圭佑、濱田一央、鈴木宏康
日本集中治療医学会雑誌 (1340-7988)28巻
3号 Page215-216

2021年5月

リウマチ性輪状披裂関節炎による声門狭窄のために緊急気管切開を
行った一例

濱田 一央、吉澤 佐也、三浦 政直、山田 貴大、西田 圭佑
日本集中治療医学会雑誌(1340-7988)28巻4号
Page287-288

2021年7月

Hepatic cyst infection complicate by a hepatobronchial fistula
diagnosed with unique feature

Hatsuo Isogai, Masashi Inoue, Masanao Miura Oxford Medical Case Reports, 2021;10,419-421 2021年9月

二期的両側人工膝関節置換術においてターニケット不全を呈して
大量出血を来した1症例

中井俊宏、三浦政直、友成毅、鈴木宏康、吉澤佐也、黒田幸恵、
山内浩揮、舟橋康治

 麻酔 (0021-4892)70巻10号 Page1107-1111 2021年10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、三浦政直、山内浩揮、濱田一央、山田貴大 ICUとCCU(0389-1194)45巻10号 Page667-670 2021年10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

刈谷豊田総合病院緩和ケア病棟におけるポリエチレングリコール
(PEG)製剤の使用成績調査

傍島悠、菅原さやか、榊原隆志、江﨑秀樹、鳥居昌太、本間崇正、
滝本典夫、梶野友世

第14回　日本緩和医療薬学会年会 2021年5月

薬剤師による転院時の施設間薬剤情報提供書作成の有用性とその
評価

伊藤有美、柴田大地、滝本典夫 第31回　日本医療薬学会年会 2021年10月

80歳以上の高齢者におけるビソプロロールテープ剤と錠剤の
有効性の比較

犬飼友梨、木下照常、山岸千恵、榊原隆志、滝本典夫 第31回　日本医療薬学会年会 2021年10月

頭頸部癌におけるCDDPレジメンの輸液変更による低Na血症発現
抑制効果の検証

石原歩実、木下照常、鳥居昌太、江崎秀樹、榊原隆志、滝本典夫 第31回　日本医療薬学会年会 2021年10月

（シンポジウム）腎不全合併例における薬剤管理 木下照常 第31回　日本医療薬学会年会 2021年10月

（シンポジウム）Underdoseの視点を循環器領域の薬剤師から 木下照常 第31回　日本医療薬学会年会 2021年10月

腎機能低下患者においてミロガバリンが及ぼす有害事象発生率の
検討

早川啓裕、木下照常、正木猛史、藤條碧、滝本典夫
第15回　日本腎臓病薬物療法学会学術集会・
総会2021

2021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

がん終末期における消化性潰瘍治療薬（ヒスタミンＨ2受容体
拮抗薬）の中止時期を検討

早川啓裕
2021年度　愛知県病院薬剤師会がん部会
報告会

2022年3月

鎮痛薬におけるポリファーマシー 本間崇正
2021年度　愛知県病院薬剤師会がん部会
報告会

2022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

80歳以上の高齢者におけるビソプロロール錠とビソプロロール・
テープ剤の効果の比較

木下照常、犬飼友梨、山岸千恵、榊原隆志、滝本典夫 日本病院薬剤師会雑誌 57(11):1279-1284,2021 2021年9月

Efficacy and safety of edoxaban tosylate hydrate 15mg in the
prevention of venous thromboembolism in patients with impaired renal
function after orthopedic surgery of the lower extremities

Teruhisa Kinoshita、Sayuri Otsuka、Shota Torii、Yoko Tsugeno、
Shiori Fukaya、Mari Sobue、Ayumi Ishihara,Takashi Sakakibara and
Norio Takimoto

Renal Replacement Therapy (2021) 7:68 2021年12月
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<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

カテ室で使う薬剤のお話 木下照常 第11回　豊橋ライブデモンストレーションコース 2021年6月

刈谷豊田総合病院における転院時の施設間薬剤情報提供書の
運用と有用性の評価

伊藤有美 西三河南部西Pharmacy Director Seminar
2021年9月

糖尿病透析予防外来と薬剤師の関わり 水野由紀子 第52回　西三河糖尿病イブニングカンファレンス 2021年11月

DOACのUnderdoseとリクシアナへの期待 木下照常 Cardiovascular Pharmacist Network in Tokai 2021年11月

当院における精神科リエゾンチームの取り組み 森健司 病棟マネジメントセミナー in西三河 2022年1月

当院における抗凝固療法の現状について 國遠孝斗 令和の抗血栓療法を考える 2022年3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

（ジョイントシンポジウム）
ICMTの観点から臨床検査室の感染対策を考える

藏前仁 第70回　日本医学検査学会 2021年5月

意外と知られていない微生物検査のプロセス 藏前仁 第36回　日本環境感染学会総会・学術集会 2021年9月

カルバペネマーゼ鑑別用簡易迅速キットCARBA PAcEの有用性 岸田帆乃か、安藤真帆、榊原千紘、藏前仁 第33回　日本臨床微生物学会総会・学術集会 2022年1月

Mycobacteroides abscessus complex
による 頸髄硬膜外膿瘍のため呼吸停止に至った1症例

安藤真帆、高野稜也、清水綾子、岸田帆乃か、榊原千紘、藏前仁、
岡圭輔

第33回　日本臨床微生物学会総会・学術集会 2022年1月

（シンポジウム）
微生物検査室における取り組みと課題

藏前仁 第33回　日本臨床微生物学会総会・学術集会 2022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

感染症検査のdianostic stewardship（DS：診断支援）の実践
”検査項目別にみたＤＳ　培養・同定”

藏前仁 臨床と微生物（48巻増刊号）　Ｐ29-33 2021年10月

<地域貢献活動>
演題名 氏名 講演会(主催)名・講演会名 年月

細胞診症例提示(放線菌感染症の症例) 澤田涼子 第169回　日本臨床細胞学会東海連合会例会 2021年6月

便培養の培地選択 榊原千紘 愛臨技　微生物研究班研究会 2021年7月

CPOパネルの性能評価 榊原千紘 第7回　東海エキスパートウェブセミナー 2021年7月

エキスパートルール基礎講座　～初級編～ 藏前仁 第7回　東海エキスパートウェブセミナー 2021年7月

内膜・卵巣 中野邦枝
日本臨床細胞学会東海連合会　細胞診基礎
講座

2021年8月

人工物総論 -人工物はこうやって使われている－ 藏前仁 愛臨技微生物検査研究班研究会 2021年9月

AST活動における細菌検査室からの情報発信 藏前仁 第5回　感染管理支援システム・カンファレンス 2021年10月

遺伝子検査の将来～リキッドバイオプシーはここまできた～ 伊藤英史
愛臨技　遺伝子研究班染色体検査研究班
講演会

2021年11月

ミニレクチャー　Staphylococcus argenteusの菌血症事例 清水綾子 第1回　三河耐性菌研究会(みかわん会) 2021年11月

COVID19からの経験 藏前仁 第5回　ＡＧＭ微生物検査研究会 2021年11月

スポイト検定について 磯部勇太 愛臨技　輸血検査研究班基礎講座(基本コース) 2021年11月

R-CPC　～小児の発熱について～　微生物 榊原千紘 愛臨技　スキルアップ研修会 2022年2月

愛臨技サーベイ精度管理報告　神経検査 鈴木優大 愛臨技　生理研究班　研究会 2022年2月

外部精度管理からの学び 岸田帆乃か 第2回　三河耐性菌研究会（みかわん会） 2022年3月

COVID-19濃厚接触職員の対応 藏前仁 第2回　三河耐性菌研究会（みかわん会） 2022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

PTE初期診療における下肢静脈point-of-care超音波の
有用性

和田悠平、藤井健斗、前田佳彦、中川達也、河野泰久 第46回　日本超音波検査学会学術集会 2021年5月

医原性仮性動脈瘤に対する超音波ガイド下圧迫止血法失敗因子の
検討

藤井健斗、石黒奈穂、和田悠平、宇佐美朋香、永井夏音、田淵友貴、
前田佳彦、中川達也、河野泰久

Japan Endovascular Treatment
Conference2021

2021年5月

初診時の多関節US検査における従来法とGLOESS法による比較
検討

石黒奈穂、前田佳彦、宇佐美朋香、藤井健斗、中川達也、河野泰久 第46回　日本超音波検査学会学術集会 2021年5月

肩関節走査の質を高める手順書 石黒奈穂 第46回　日本超音波検査学会学術集会 2021年5月

救急初療超音波評価における水腎症に関する検討 和田悠平、藤井健斗、前田佳彦、中川達也、河野泰久 日本超音波医学会第42回　中部地方学術集会 2021年9月

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後の超音波
検査における至適評価項目の検討

藤井健斗、石黒奈穂、和田悠平、宇佐美朋香、三枝紫乃、田淵友貴、
前田佳彦、中川達也、河野泰久

日本超音波医学会第42回　中部地方学術集会 2021年9月

Influence of low counts on clinical images of 
brain perfusion SPECT

杉浦晶江、澁谷孝行、小野口昌久、青木卓、中川達也、河野泰久
EANM21 Virtual - Annual Congress of 
the European Association of Nuclear Medicine

2021年10月

Vereosそうだったのか！ フルデジタルPET/CTの使用経験 青木卓 第41回　日本核医学技術学会総会学術大会 2021年11月

急性期脳梗塞疑い目的のMRI検査内容の見直しとスタッフの意識
変化

石黒健太、大久保裕矢、米澤亮司、齋田善也、赤井亮太、前田佳彦、
河野泰久

第37回　日本診療放射線技師学術大会 2021年11月

消化器系X線透視検査における医療従事者の被ばく線量と
術中被ばく線量推移の解析

藤井健斗、角英典、鈴木省吾、古本沙希、羽佐田秀馬、阪野静穂、
中川達也、河野泰久

第37回　日本診療放射線技師学術大会 2021年11月

異物誤飲の局在診断に対するトモシンセシスの有用性について
福岡秀彦、中村佳雅、市川圭介、前田尚輝、前田佳彦、中川達也、
河野泰久

第13回　中部放射線医療技術学術大会 2021年11月

当院の診療時間外救急検査における読影補助に向けた取り組みと
その効果

福岡秀彦、赤井亮太、竹内誠、大久保裕矢、前田佳彦、中川達也、
河野泰久

第37回　日本診療放射線技師学術大会 2021年11月

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療における 
Computed Tomography検査運用のアンケート調査

長谷川光太郎、水井雅人、溝口裕司、北岡ひとみ、伊能太久摩、
出口二久、宮澤大輔

第37回　日本診療放射線技師学術大会 2021年11月

CT検像における新人技師初期研修への取組み 本多健太、赤井亮太、中川達也、河野泰久 第37回　日本診療放射線技師学術大会 2021年11月

CT検像システムを用いた出力画像即時チェック環境の構築とその
効果について

赤井亮太、本多健太、中川達也、河野泰久 第37回　日本診療放射線技師学術大会 2021年11月

冠動脈CTを用いた冠血流予備量比解析の導入経験
小原千穂、福岡秀彦、角英典、米澤亮司、大久保裕矢、赤井亮太、
中川達也、河野泰久

第13回　中部放射線医療技術学術大会 2021年11月

ソノグラファーによる救急外来診療支援の取り組み 和田悠平、安藤雅樹
第24回　日本救急医学会中部地方会総会・
学術集会

2021年12月

救急初療における初期研修医を対象とした超音波診療支援体制に
ついて

和田悠平、前田佳彦、藤井健斗、安藤雅樹、中川達也、河野泰久
第24回　日本救急医学会中部地方会総会・
学術集会

2021年12月
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演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

頭部ＣＴ-Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙに使用する造影能強調処理の使用方法の
検討

石川雄貴、鈴木省吾、羽佐田秀馬、長谷川光太郎、赤井亮太、
中川達也、河野泰久

第33回　愛知県診療放射線技師学術大会 2022年3月

ヘリカル式強度変調放射線治療装置における三次元半導体検出器を
用いた中断試験の精度評価

松澤愛、山本和正、藤田真広、小川信、森部龍祐、青木卓、
中川達也、河野泰久

第33回　愛知県診療放射線技師学術大会 2022年3月

チルト方式長尺撮影における照射野の最適化 市川圭介、福岡秀彦、中村佳雅、青木卓、中川達也、河野泰久 第33回　愛知県診療放射線技師学術大会 2022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

大腸CTの読影支援 本多健太
TSD3東海スクリーニング大腸CT研究会
online#2

2021年9月

標準化の考え方はこれだ！ ～心筋血流SPECT撮像の標準化に
関するガイドライン1.0より～

青木卓 第49回　神奈川PET･SPECT研究会－心臓－ 2021年11月

ヒト上皮成長因子受容体2型 (HER2)陽性乳がんの超音波所見の比較
検討

古本沙季、永井夏音、野平沙織、阪野静穂、田淵友貴、鈴木省吾、
中川達也、河野泰久

第40回　東海超音波研究会 2022年3月

STAT画像報告からはじめる 読影補助体制の構築 赤井亮太 第20回　三重胸部CT技術研究会 2022年3月

バリウム&ヨード併用施設の現状 本多健太
 TSD3東海スクリーニング大腸CT研究会
online#3

2022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

ITEM メーカー製品紹介 VOC スライド 塚田圭祐 JRC 2021年4月メーカー展示エリア 2021年4月

GE カスタマーボイス　Smart mail寄稿 塚田圭祐 GE カスタマーボイス Smart mail 2021年6月

Imaging Case Report No.11
(症例紹介)顔面多発骨折による上顎洞内仮性動脈瘤

北瀬正則、岡部遼、赤井亮太、小原千穂
富士製薬工業株式会社
造影剤と画像診断のポータルサイト

2021年7月

当院におけるトモシンセシスの導入経験
　～診療放射線技師の観点から～

福岡秀彦
MEDICAL NOW No.89 （25-29) 株式会社
島津製作所

2021年9月

マネジメント（レベル3）
　　　　　　『コミュニケーション能力』

中川達也
日本診療放射線技師会
ｅ・ラーニングコンテンツ

2021年12月

クリニカルラダー（レベル3）
　　　　　　『画像診断Ⅰ』

前田佳彦
日本診療放射線技師会
ｅ・ラーニングコンテンツ

2021年12月

クリニカルラダー（レベル3）
　　　　　　『画像診断Ⅱ』

前田佳彦
日本診療放射線技師会
ｅ・ラーニングコンテンツ

2021年12月

当院の施設紹介 角英典 全国循環器撮影研究会誌 (47-49) 2022年2月

半導体PET/CT装置が臨床にもたらすインパクト 北瀬正則、青木卓 月刊新医療　第49巻第3号　p.72-75 2022年3月
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<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

心筋血流SPECT撮像の標準化に関するガイドライン1.0について 青木卓 第24回　心臓核医学フォーラム 2021年5月

標準化ガイドライン1.0の作成の背景と概要 青木卓
WEB版IN VIVO講習会
「心筋血流シンチグラフィ編」　第1回

2021年6月

標準化ガイドライン1.0の概要紹介2：物理評価方法を含めて 青木卓
WEB版IN VIVO講習会
「心筋血流シンチグラフィ編」　第5回

2021年7月

大腸CT　撮影技術 赤井亮太 第5回　大腸CT専門技師認定講習会 2021年8月

膵臓の基本走査 石黒奈穂 第92回　中部超音波検査フォーラム 2021年10月

補助具を用いた円形コイルでの背臥位足趾MRI検査法の考案 川﨑真啓、本多健太、大久保裕矢、赤井 亮太、中川達也、河野泰久
令和3年度西三河診療放射線技師会
第1回研修会

2021年10月

セメントレスTHA術後患者におけるトモシンセシス画像所見の検討
中村佳雅、福岡秀彦、市川圭介、前田尚輝、前田佳彦、中川達也、
河野泰久

令和3年度西三河診療放射線技師会
第1回研修会

2021年10月

線量情報管理サーバー導入のピットホールと安定稼働の今 角英典
愛知県診療放射線技師会2021年度第3回
研修会

2022年1月

循環動態について 赤井亮太
鳥取県診療放射線技師会 第3回鳥取造影CT
ゼミナール

2022年2月

頚動脈の解剖とBモード 藤井健斗 第93回　中部超音波検査フォーラム 2022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

標準化の普及に向けて　～心筋血流SPECT撮像の標準化に関する
ガイドライン1.0より～

青木卓 第85回　静岡県核医学談話会 2021年6月

標準化は難しくない！～心筋血流SPECT撮像の標準化に関する
ガイドライン1.0の徹底解説！～

青木卓 第34回　北海道核医学技術セミナー 2021年7月

当院におけるPET/CT機器更新の経験と デジタルPET/CTの
性能評価

青木卓 診療放射線技師マネージャーセミナー2021 2021年9月

さぁ始めよう!標準化 ～心筋血流SPECT撮像の標準化に関する
ガイドライン1.0の徹底解説～

青木卓 第51回　核医学の基礎を学ぶ会 2021年10月

当院の血栓回収術の現状と課題 石黒健太 三河Co-medical勉強会～脳血栓回収療法～ 2021年11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

心臓リハビリテーション室の急変時対応の見直し
～CPX施行中に心停止した事例を通して～

西脇一誠、梶口雅弘、杢野晋司、小川佳子、浅井なぎさ、保田祥代、
小口和代

第27回　日本心臓リハビリテーション学会 2021年6月

CPX施行中に心停止した事例
浅井なぎさ、梶口雅弘、杢野晋司、小川佳子、西脇一誠、保田祥代、
小口和代

第27回　日本心臓リハビリテーション学会 2021年6月

当院における嚥下回診の4年間の動向
保田祥代、近藤知子、内山かおる、大竹綾香、尾崎菜穂、福與麻緒、
小口和代

第26・27回　日本摂食嚥下リハビリテーション
学会

2021年8月

回復期リハビリテーション病棟における転倒件数の変化に関する
後方視的分析

小笠原沙映、星野高志、伊藤正典、木戸哲平、野原聡、松田華加、
小口和代

第8回　日本転倒予防学会 2021年10月

回復期リハビリテーション病棟における多職種での歩行自立判定
プロセス標準化の効果～脳卒中での検討～

星野高志、伊藤正典、木戸哲平、小笠原沙映、野原聡、松田華加、
小口和代

第8回　日本転倒予防学会 2021年10月

回復期リハビリテーション病棟における移乗自立プロセス標準化の
効果～脳卒中での検討～

伊藤正典、星野高志、木戸哲平、小笠原沙映、野原聡、松田華加、
小口和代

第8回　日本転倒予防学会 2021年10月

短時間通所リハビリテーションを利用し健康増進施設を併用後に
終了した運動機能障害を有する心不全1症例

田中英俊、野原聡、星野高志 第37回　東海北陸理学療法学術大会 2021年10月

脊椎圧迫骨折に対するBalloon kyphoplasty後における
立位バランス能力と各種因子との関連性

植松大喜、小口和代、池内健、後藤進一郎、山田安梨、能城裕哉、
丸山綾那、新美大登、鳥居里衣

第5回　日本リハビリテーション医学会秋季学術
集会

2021年11月

急性期病院における誤嚥性肺炎の実態②　～退院後帰結調査～
保田祥代、小口和代、近藤知子、大竹綾香、竹内千尋、中野美知子、
森真実也、加賀谷斉

第5回　日本リハビリテーション医学会秋季学術
集会

2021年11月

医療安全管理者による新たな院内ラウンドの試み 山口裕一、久保美幸、亀島大輔、中村美香 第16回　医療の質・安全学会学術集会 2021年11月

ウェルウォーク練習後の平地歩行FIM5到達および未達患者の特徴 伊藤正典、星野高志、浅井慎也、永田健太郎、山口裕一、小口和代 第19回　日本神経理学療法学会学術集会 2021年12月

回復期脳卒中片麻痺患者における病棟内杖歩行自立に必要な運動・
認知機能のカットオフ値

星野高志、伊藤正典、木戸哲平、小笠原沙映、小口和代 第19回　日本神経理学療法学会学術集会 2021年12月

modified CI療法で麻痺側空間や麻痺手の認識が向上した
一症例

岡部宗祐、後藤進一郎、宗像沙千子、渡邉郁人、小口和代
回復期リハビリテーション病棟協会 第39回　
研究大会

2022年2月

退院後リハビリテーション継続により機能回復した若年性脳血管
障害症例

萬圭太、保田祥代、清水雅裕、仲村我花奈、二井優斗、小口和代
回復期リハビリテーション病棟協会 第39回
研究大会

2022年2月

外来理学療法および多職種連携によって自己管理を促すことが
できた重度下肢リンパ浮腫の一例

髙津志歩、河野純子、近藤知子、小口和代 第5回　日本リンパ浮腫学術集会 2022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

摂食嚥下機能評価としてのスプーンテストの開発
～急性期での検討～

大竹綾香、小口和代、保田祥代 第40回 （医）豊田会研究発表会 2022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

当院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・歩行の自立判定プロセスと自立後の転倒

星野高志、小口和代、大高恵莉、木戸哲平、田中元規、早川淳子、
佐藤浩二、後藤進一郎

理学療法学 第48巻 4号 p.432-439,2021 2021年5月

急性期脳卒中患者に対してウェルウォークWW-1000 を用いて
歩行練習を行った1 症例　─ 効果と開始時期の検討 ─

永田健太郎、小口和代、星野高志、山口裕一、伊藤正典
愛知県理学療法学会誌 第33巻1号
p.68-75,2021

2021年7月

エビデンスを参照した慢性閉塞性肺疾患患者に対する理学療法の
考え方と進め方

河野純子 理学療法　第38巻 7号 p.604-611,2021 2021年7月

Outcome of Dysphagia Following Stroke：Factors Influencing Oral
Intake at 6 Months After Onset

Sachiyo Hota、Yoko Inamoto、Kazuyo Oguchi、Tomoko Kondo、
Eri Otaka、Masahiko Mukaino、Marlis Gonzalez-Fernandez、
Eiichi Saitoh

Jounal of Stroke and Cerebrovascular
Diseases,Vol.30,No.9,2021:105971

2021年7月

Excelで効率化！
リハビリテーション自主トレーニング指導パットレ！Pro.

小口和代、後藤進一郎、田中元規 医歯薬出版株式会社 2022年9月

1.脳血管疾患に対する嚥下反射促通法のコツ 保田祥代、小口和代、八木友里、竹内千尋
Journal of CLINICAL REHABILITATION
30巻11号　（2021年10月号）　1093-1097

2021年10月

2.脳血管疾患に対する舌根後退訓練 保田祥代、小口和代、八木友里、竹内千尋
Journal of CLINICAL REHABILITATION
30巻12号　（2021年11月号）　1189-1193

2021年11月

3.脳血管疾患に対する顎引き嚥下のコツ 保田祥代、小口和代、八木友里、竹内千尋
Journal of CLINICAL REHABILITATION
30巻14号　（2021年12月号）　1430-1435

2021年12月

4.脳血管疾患に対する息こらえ嚥下法のコツ 保田祥代、小口和代、八木友里、竹内千尋
Journal of CLINICAL REHABILITATION
31巻1号　（2022年1月号）　6-10

2022年1月

5.脳血管疾患に対する頭部挙上訓練のコツ 保田祥代、小口和代、八木友里、竹内千尋
Journal of CLINICAL REHABILITATION
31巻2号　（2022年2月号）　102-107

2022年2月

6.神経疾患に対するメンデルソン手技のコツ 保田祥代、小口和代、八木友里、竹内千尋
Journal of CLINICAL REHABILITATION
31巻3号　（2022年3月号）　192-197

2022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

視床出血にみられる臨床像～姿勢定位障害と自律神経障害～ 星野高志
日本神経理学療法学会　第23回サテライト
カンファレンス（日本神経理学療法学会主催）

2021年10月

麻痺手使用拡大を目指したmodified CI療法の7年間の実績と効果 清水雅裕、小口和代
西三河痙縮治療連携セミナー（帝人ヘルスケア
株式会社主催）

2022年1月

Robotic Rehabilitation for Stroke Patient，Gait practice by using
Welwalk

永田健太郎
WPT　AWPwebinar
Physiotherapy profession and technology

2022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

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 2021年7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」

2021年7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7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 2021年8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8月

嚥下障害入門～嚥下のしくみから訓練まで～　2.嚥下評価と訓練
体験型

保田祥代 第27回　刈谷連携キャンパス 2021年10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10月

訪問CにおけるMTDLP 宗像沙千子
日本作業療法士協会・第2回2021年度地域支援
事業への参画推進のためのWEB研修会

2021年11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11月

外部専門家との連携：症例検討③ 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 2021年12月

地域でつながろう！小児の感染対策　②発達障がい児への対応 保田祥代 第28回　刈谷連携キャンパス 2021年12月

嚥下障害Q＆A～在宅での対応～　3.嚥下訓練のコツ 保田祥代 第6回　在宅医療連携研究会 2021年12月

脳卒中患者に対する運転支援（基礎編） 渡邉郁人
愛知県作業療法士会・運転に関する作業療法
委員会

2021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12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

2022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

2022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

周術期領域における実習後学生アンケートを用いた学生実習の改善
島田俊樹、藤田智一、杉浦芳雄、吉里俊介、清水信之、杉浦由実子、
杉浦悠太、石川裕亮、井ノ口航平、大海光佑、江端優里奈、大嶋勇輝

第31回　日本臨床工学会 2021年5月

日臨工・学会特別企画
臨床工学技士業務に求められる感染症対策
-ＣOVID-19対応の教訓を将来に活かす-   ～手術室～

藤田智一 第31回　日本臨床工学会 2021年5月

カフェイン中毒に対して血液浄化療法を行った1例
井ノ口航平、藤田智一、杉浦芳雄、吉里俊介、清水信之、杉浦由実子、
島田俊樹、杉浦悠太、石川裕亮、大海光佑

日本医工学治療学会第37回　学術大会 2021年5月

daVinci機器更新に伴う臨床工学技士の対応
清水信之、藤田智一、杉浦芳雄、吉里俊介、杉浦由実子、島田俊樹、
杉浦悠太、石川裕亮、井ノ口航平、大海光佑、江端優里奈、大嶋勇輝

日本医工学治療学会第37回　学術大会 2021年5月

臨床工学技士スコピスト業務による検討
島田俊樹、藤田智一、杉浦芳雄、吉里俊介、清水信之、杉浦由実子、
杉浦悠太、石川裕亮、井ノ口航平、大海光佑、江端優里奈、大嶋勇輝

愛知県臨床工学技士会第16回　学術大会 2021年6月

ルミテスターSmartを用いた麻酔器周辺環境の把握と対策
大海光佑、藤田智一、杉浦芳雄、吉里俊介、清水信之、杉浦由実子、
島田俊樹、杉浦悠太、石川裕亮、井ノ口航平、江端優里奈、大嶋勇輝

愛知県臨床工学技士会第16回　学術大会 2021年6月

人工心肺装置更新を経験して
～人工心肺でのグラスコックピットの実現を目指して～

吉里俊介、杉浦由実子、杉浦悠太 第46回　日本体外循環技術医学会大会 2021年10月

消化器内視鏡用スコープにおける用手洗浄方法の評価
竹内文菜、藤田智一、松風瞳、山之内康浩、新家和樹、深海矢真斗、
辻林充希、加藤実奈子、山根麻奈

第21回　中部臨床工学会 2021年11月

TMAに対し早期からの血液浄化療法が有効であった1例
江端優里奈、藤田智一、杉浦芳雄、吉里俊介、清水信之、杉浦由実子、
島田俊樹、杉浦悠太、石川裕亮、加藤大貴、大海光佑、大嶋勇輝、
岸本直也

第21回　中部臨床工学会 2021年11月

ワークショップ
内視鏡外科手術における多職種協働から学ぶ知識と技術の融合

藤田智一 第34回　日本内視鏡外科学会総会 2021年12月

<研究会>
演題名 発表者および共同研究者 研究会名 年月

当院における内視鏡外科手術 使用カメラ・スコープ 故障発生率の
検討

大嶋勇輝、杉浦芳雄、吉里俊介、清水信之、杉浦由実子、島田俊樹、
杉浦悠太、石川裕亮、、加藤大貴、大海光佑、江端優里奈、岸本直也、
藤田智一

第12回　OR-CET情報交換会 2022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

手術部における災害時の対応能力の把握と重要業務継続の備え 杉浦芳雄、藤田智一、清水信之、島田俊樹 日本手術医学会誌2021：42（3）　29-35 2021年12月
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<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

手術顕微鏡 藤田智一
日本臨床工学技士会・令和3年度
e-ラーニング「手術関連指定講習会」

2021年9月

内視鏡装置における画像の基本及びNBIなどを含めた内視鏡外科
手術の基本装置について

島田俊樹
OneCE内視鏡セミナ・「内視鏡外科手術業務」へ
参加しよう

2021年11月

実習「手術における清潔操作、鏡視下手術のカメラ保持・操作」 島田俊樹
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働
大臣指定による研修

2022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

実習「手術における清潔操作、鏡視下手術のカメラ保持・操作」実習
補助

藤田智一、杉浦芳雄、吉里俊介、島田俊樹
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働
大臣指定による研修

2021年12月

実習「手術における清潔操作、鏡視下手術のカメラ保持・操作」実習
補助

藤田智一、杉浦芳雄、島田俊樹
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働
大臣指定による研修

2022年1月

実習「手術における清潔操作、鏡視下手術のカメラ保持・操作」実習
補助

藤田智一、杉浦芳雄、島田俊樹
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働
大臣指定による研修

2022年3月
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看護部

<学会>
演題名 発表者および共同研究者 学会名 年月

妊娠期から産後1か月までの妊産婦の抑うつ状態の縦断的調査 坂井田綾子 第41回　日本看護科学学会 2021年4月

内視鏡センターにおける患者満足度の実態把握
～センター設立時より10年目を迎えて～

野村阿弓、今井夏子、濱島英司、前田麻衣子 第87回　日本内視鏡技師学会 2021年5月

褥瘡処置の技術浸透と知識普及に向けた方法の再検討 竹内理恵、中西理佐、田畠琴香 第23回　日本褥瘡学会学術集会 2021年7月

A病院スタッフのDESIGN-R評価の教育方法の検討
～フィードバックを取り入れて～

中山真麻、石川千恵、前川寛輝、田畠琴香、中西理佐、加藤まゆみ 第23回　日本褥瘡学会学術集会 2021年7月

妊娠期から産後1か月までの妊産婦の抑うつ状態の文献レビュー 坂井田綾子 第22回　日本赤十字看護学会 2021年7月

慢性期病院におけるコロナ対応
～発熱外来の立ち上げとコロナ抗原検査体制の整備～

磯和秀子 第23回　日本看護医療学会学術集会 2021年9月

介護老人保健施設における新型コロナウイルス感染症対策 靍羽美紀 第4回　日本ヒューマンヘルスケア学会 2021年9月

急性期病院における感染症病床増床に向けた取り組み
 -人員確保のための新人看護師の活用-

加藤千景 第4回　日本ヒューマンヘルスケア学会 2021年9月

新型コロナウイルス感染症病棟における療養環境の整備
～買い物代行サービス～

田中豪、加藤千景、磯和秀子 第4回　日本ヒューマンヘルスケア学会 2021年9月

慢性疾患を持つ独居高齢者の生活ニーズ 榊原綾子 第37回　愛知県看護学会 2021年12月

A病院女性泌尿器科外来の環境における実態調査
調査で見えた患者の望む外来環境

中元あゆみ 第37回　愛知県看護学会 2021年12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

褥瘡DESIGN-R評価褥瘡の処置方法患者のスキントラブル等 中西理佐
皮膚・排泄ケア認定看護師の病棟ラウンド、
刈谷豊田東病院

2021年5月

小児の成長ホルモン治療に関する当院での取り組み 播磨加乃子
nordicare関東地区Nurse ProgramOnline
Seminar2021

2021年5月

ポジショニングの基本、適切な除圧の指導方法 中西理佐 褥瘡発生予防対策、刈谷豊田東病院 2021年6月

オムツの当て方、オムツのサイズの選び方、オムツ装着に関連する
スキントラブル

中西理佐 皮膚排泄ケア研修、刈谷豊田東病院 2021年7月

看護管理・国際看護（6回：7月～12月） 石川眞理子 愛知県立桃陵高等学校専攻科、講義 2021年7月

多職種との協働とチーム医療 靍羽美紀
名古屋市管理者研修会、なごやナースキャリア
サポートセンター

2021年9月

新人看護職員研修の企画と評価 靍羽美紀
新人看護職員研修責任者研修、愛知県看護
協会

2021年9月

脳神経系の症状や兆候、消化器系の症状や兆候
各種データからの病態把握

間中美和 フィジカルアセスメント研修、刈谷豊田東病院 2021年9月

各施設における手術時のCOVID-19対応の実際 内田勝規
手術看護セミナー、日本手術看護学会東海
地区

2021年9月

老年看護学方法論Ⅰ 田畠琴香 安城碧海看護専門学校　講義 2021年9月

糖尿病フットケアのためのアセスメントフットケアの実際 本田千春
糖尿病重症化予防のためのフットケア、愛知県
看護協会

2021年10月

褥瘡発生の作用機序、ポジショニングの基本 中西理佐 皮膚排泄ケア研修、刈谷豊田東病院 2021年10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
つなごう看護基礎教育と臨床看護の実際
愛知県看護協会

2021年11月

看護基礎教育、新人看護職員研修の看護技術教育プログラムの作成 加藤千景
養成所・病院、看護技術ジョイント研修
プログラム、愛知県

2021年11月

糖尿病患者の心理と理論を学ぶ 本田千春
糖尿病患者の気持ちに寄り添った支援について
考えよう　東海セントレアDMネットワーク

2021年11月

医療保険者と連携した保健指導機関での取り組み 坂田知嘉子 愛知県特定健診・保健指導研修会、愛知県 2021年12月

コロナ過における刈谷豊田総合病院の退院支援 稲吉美紀
刈谷市在宅医療・介護連携推進のための
交流会

2021年12月

臨床倫理認定士上級認定アドバイザー 清水恵 臨床倫理認定士上級認定アドバイザー研修 2022年1月

高齢者における治療の代理意思決定をめぐる倫理課題 清水恵 第9回　日本臨床倫理学会 2022年2月

糖尿病の基礎 本田千春 刈谷豊田東病院 2022年2月
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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

刈谷豊田総合病院における抗菌薬使用量の動向から見た
AST活動の評価

佐原祥子、木下照常、永井俊輝、柴田大地、亀島大輔、岡圭輔、
三原由佳、小林建司

第95回　日本感染症学会学術講演会
第69回　日本化学療法学会総会　合同学会

2021年5月

新型コロナ感染症に関連したインシデント報告からの学び 久保美幸
日本ヒューマンヘルスケア学会第4回　学術
集会

2021年9月

「インシデント0レベル通信」の取り組みを試みて 中村美香
日本ヒューマンヘルスケア学会第4回　学術
集会

2021年9月

「A病院で経験したCOVID-19アウトブレイク事例
～同時期に発生した2病棟での事例～」

佐藤浩二、神谷雅代
日本ヒューマンヘルスケア学会第4回　学術
集会

2021年9月

標準予防策の実践から見えた現場教育におけるA病院の課題 神谷雅代
日本ヒューマンヘルスケア学会第4回　学術
集会

2021年9月

「多職種協働に向けたDiNQLﾃﾞｰﾀの活用
～労働と看護の質向上を目指して～」

佐藤浩二 日本看護協会学術集会 交流集会4 2021年9月

医療安全管理者による新たな院内ラウンドの試み 山口裕一、久保美幸、亀島大輔、中村美香 第16回　医療の質・安全学会学術集会 2021年11月

全職員対象の医療安全研修「ウオークスル―方式」の試み 久保美幸、亀島大輔、山口裕一、中村美香、藤田智一 第16回　医療の質・安全学会学術集会 2021年11月

薬剤アレルギー登録のピットホール 亀島大輔、中村美香、久保美幸、森健司、滝本典夫 第16回　医療の質・安全学会学術集会 2021年11月

転倒転落防止にむけたチームでの取り組み 中村美香、久保美幸、亀島大輔 第16回　医療の質・安全学会学術集会 2021年11月

COVID-19拡大状況下における看護研究活動の阻害要因と
促進要因の探索

天野 薫、渡邉梨央、森本浩史、佐藤浩二
第41回　日本看護科学学会学術集会
(学術集会　優秀演題抄録賞 受賞)

2021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

原著「COVID-19 拡大状況下の看護研究活動の阻害要因と
促進要因の探索」

天野 薫1)、渡邉  梨央2)、森本  浩史2)、佐藤  浩二3)
1) 聖隷クリストファー大学看護学部
2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科
3) 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 安全環境管理室

日本看護科学会誌　J. Jpn. Acad. Nurs. Sci.,
Vol. 41, pp. 656–664, 2021

2021年12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

「薬剤師が知っておくべき標準予防策」 佐藤浩二 西尾市薬剤師会 2021年4月

認定看護管理者教育課程サードレベル
質管理Ⅲ　組織の安全管理

久保美幸
愛知県看護協会主催　令和3年度　認定看護
管理者教育課程

2021年6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3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

2021年7月

『COVID-19アウトブレイク報告』 佐藤浩二 西三河感染対策座談会 2021年8月

「医療現場の消毒　実践編」 佐藤浩二 刈谷市薬剤師会 2021年9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） 2021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3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

2021年10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3年度　医療安全
管理者養成研修

2021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3年度　医療安全
管理者養成研修

2021年11月

｢令和3年度上半期 手指衛生サーベイランスフィードバック｣ 佐藤浩二 衣浦東部感染防止対策会議 2021年12月

地域でつながろう!子供発達支援 Vol.4
「小児の感染対策」

佐藤浩二 第28回　刈谷連携キャンパス 2021年12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

シャントカンファレンスを行って 惠哲馬、新美倖太郎、藤川純一、千郷欣哉、小山勝志 第66回　日本透析医学会学術集会・総会 2021年6月

多職種カンファレンスから見えてきた転倒転落防止対策と課題 深浦里美 第16回　医療の質・安全学会学術集会 2021年11月

災害発生時の初期行動への理解を高めるための取り組み
～簡易マニュアルを用いた災害対策教育～

今竹彩華、黒柳葉月 第37回　愛知県看護学会 2021年12月

当院ICUにおける早期離床リハビリ加算対象者の特徴 春日井万穂、小口和代、河野純子、山口裕一、近藤知子 第49回　日本集中治療医学会学術集会 2022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

透析センターでのACPの普及に向けた取り組み
～事例の振り返りを通して～

柳あさえ、松村友理子、西明子、小山勝志 第15回　腎と透析研究会 2022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

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 運動器徒手理学療法（7・1・12-15） 2021年10月
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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介入報告 伊藤真史、近藤洋一、滝本典夫、小山 勝志 第66回　日本透析医学会学術集会・総会 2021年6月

大腸CTの遠隔解析における課題 奥田あい、森佐知子、増田好輝 第50回　日本消化器がん検診学会 2021年9月

マンモグラフィ下吸引式生検におけるステレオ方式と
トモシンセシス方式の比較

奥田あい、田淵友貴、永井夏音、古本沙季、野平沙織、阪野静穂、
中川達也、河野泰久、増田好輝

第37回　日本診療放射線技師学術大会 2021年10月

高浜豊田病院における地域包括ケア病床の取り組み
～療養病床からの転換～

犬塚好彦、太田有人、保田祥代、小口和代 第40回　（医）豊田会研究発表会 2022年2月
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