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※学会開催日順に掲載しています

部署名 職種 名前 学会名 演題名

外傷救急外科 医師 甲村　稔 第47回日本救急医学会総会学術集会 後腹膜血腫による急性腹症で発症した右結腸動脈仮性動脈瘤破裂の1例

リハビリ

テーション科
医師 江﨑　貞治 第30回日本老年医学会東海地方会 認知症患者の医療行為に対する事前指示書の判断に認知症サポートチームが関与した一例

整形外科 医師 犬飼　智雄
第131回中部日本整形外科災害外科学会

学術集会
Dual window approach を用いた橈尺骨遠位端アプローチの工夫

整形外科 医師 牧野　英之
第131回中部日本整形外科災害外科学会

学術集会
橈骨遠位端骨折変形治癒に対し、矯正骨切り術を施行した 1 例

整形外科 医師 三宅　央哲
第131回中部日本整形外科災害外科学会

学術集会
上肢デグロービング損傷を来した 2 例

看護部 看護師 岡上　慎 第21回日本救急看護学会学術集会 褥創発生予防に使用した3種類の貼付材の比較検討について

看護部 看護師 長縄　実咲
2019年度固定チームナーシング全国研

究集会
手根管症候群の術前～退院までのパンフレットを作成し、統一した看護の提供を試みて

看護部 看護師 今村　有記
2019年度固定チームナーシング全国研

究集会
回復期新棟1年目！更衣自立へのすすめ

看護部 看護師 岩見　敬子
2019年度固定チームナーシング全国研

究集会
患者さんに寄り添った介護介入を試みて～多種職との連携を通じて学んだ事例

看護部 看護師 横山　あい
2019年度固定チームナーシング全国研

究集会
新病棟構築に向けた小集団活動：レディース病棟の基盤づくり

口腔外科 医師 水野　進
第62回NPO法人日本口腔外科学会中部地

方会学術集会および学術研修会
右上唇に発生した多形線腫の1例

臨床研修セン

ター
研修医

篠田　凌

指導医：後藤礼司
日本内科学会　第239回東海地方会 意識障害で搬送された偽性高クロール血症の1例

臨床研修セン

ター
研修医

大岩　由季　

指導医：本田真希江
日本内科学会　第239回東海地方会 妊娠を契機に発症したSheenhan症候群と鑑別困難であったACTH単独欠損症の1例

循環器内科 医師 小野　真菜美 ENCORE Seoul 2019 PCI for LMCA-LAD with DCA

看護部 看護師 小野　枝里 日本母性衛生学会総会学術集会 新生児蘇生技術の実践力向上に向けてスマートフォンを活用したイメージトレーニングの効果

循環器内科 医師 竹内　一 CVIT第42回東海北陸支部 RCASTEMIにおいてOCT所見でspasmならびにplaque reptereを確認した症例
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医科学研究所
臨床検査技

師
成瀨　有純 第58回中部圏支部医学検査学会 MSI Analysis Systemを用いたマイクロサテライト不安定検査について

技術検査科
臨床検査技

師
大野　かおり 第58回中部圏支部医学検査学会 MostGraphデータ解析の試み

技術検査科
臨床検査技

師
水内　早紀 第58回中部圏支部医学検査学会 経胸壁心臓超音波検査が発見の契機となり右室二空症と考えられた一例

薬剤科 薬剤師 鎌田　理紗子 第66回日本化学療法学会東日本支部総会 AMR対策アクションプランに対する当院の取り組み

技術放射線科 放射線技師 伊藤　祐介 第47回日本放射線技術学会学術大会 頭部ＣＴ検査における臓器吸収線量測定 −ファントム，線量計の違いによる比較−

技術放射線科 放射線技師 大久保　玲奈 第47回日本放射線技術学会学術大会 Dose Evaluation Techniques Based on Monte Carlo Simulation

臨床研修セン

ター
研修医

中村　友梨香

指導医：後藤礼司
日本感染症学会日本地方会学術集会 インド渡航後に発症したパラチフス感染症の1例

臨床研修セン

ター
研修医

服部　慎之介

指導医：竹内一
日本感染症学会日本地方会学術集会 v-vecmoを導入したコイド型Llebsiella pneumoniaeが起因菌の重症肺炎の1例

臨床研修セン

ター
研修医

亀島　彩

指導医：山本沙央里
日本感染症学会日本地方会学術集会 化膿性脊椎炎に対して抗菌薬治療に加え外科的介入を行った一例

麻酔科 医師 高田  基志 ANESTHESIOLOGY®2019
Retrospective Observational Study of the Early Extubation probability after the 

Pulmonary Endarterectomy.

腎臓内科 医師 佐藤　諒 第49回日本腎臓学会西部学術大会 AFTKD-MUC1(MCKDtype1)が疑われた1例

形成外科 医師 伊藤　悠介 第74回東海形成外科学会 複数の診療科で生検を行っても悪性所見を認めなかった、超高齢者の手背の有棘細胞癌の一例

外科 医師 野中　健一 第57回日本癌治療学会学術集会 大腸癌手術症例における遺伝子変異の網羅的解析

泌尿器科 医師 髙木　公暁 第57回日本癌治療学会学術集会 Ion AmpliSeqCancer Hostspot Panel v2を用いた膀胱癌遺伝子変異の解析

看護部 看護師 福﨑　美代子 第57回日本癌治療学会学術集会 当院における免疫チェックポイント阻害薬の投与状況と有害事対象策についての取り組み

薬剤科 薬剤師 後藤　健志 第57回日本癌治療学会学術集会 当院におけるヒドロモルフォン塩酸塩の使用状況調査
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口腔外科 医師 牧原　弘幸 日本口腔外科学会総会学術大会 顎下腺炎により発症した頸部壊死性筋膜炎の1例

外科 医師 馬庭　幸詩
第11回日本Acute Care Surgery学会学

術集会
当院で経験した重症軟部組織感染症の外科的アプローチとその転機について

臨床研修セン

ター
研修医

北條　渉

指導医：馬庭幸詩、

細川慶二郎

第11回日本Acute Care Surgery学会学

術集会
後日手術加療を行った門脈ガス血栓を伴う上行結腸虚血性腸炎の一例

栄養科 管理栄養士 林　七奈美

第41回日本臨床栄養学会総会・第40回

日本臨床栄養協会総会　第17回大連合大

会

回復期リハビリテーション病棟でのサルコペニア早期発見と改善への取り組み

麻酔科 医師 酒井　規広

The 96th Annual Scientific Meeting of 

the Korean Society of 

Anesthesiologists

Postoperative disability of straight leg raise may indicate the deficiency of postoperative 

knee flexion after total knee arthroplasty
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