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部署名 職種 名前 学会名 演題名

放射線科 診療放射線技師 小林 貴博
日本核医学会PET核医学分科会 PETサ

マーセミナー2021 in 下呂
PET検査における多職種連携

麻酔科 医師 酢谷 朋子 日本麻酔科学会 2021年度支部学術集会 頻回にレボドパを内服しているパーキンソン病患者の麻酔経験

麻酔科 医師 上松 友希 日本麻酔科学会 2021年度支部学術集会 Pancoast腫瘍に伴う肩甲骨周囲の痛みに脊柱起立筋膜面ブロックを施行した1例

麻酔科 医師 酒井 規広 ESRA 2021 Virtual Congress
Adductor canal block and femoral triangle block : comparison of time to achieve 

discharge criteria and evaluation of local anesthetic spread

MC課 事務 永田 ここの
日本医師事務作業補助研究会 第10回全

国大会
新人教育に対する教育方法の検討

MC課 事務 𠮷田 岬
日本医師事務作業補助研究会 第10回全

国大会
診療情報提供書作成による医師負担軽減への取り組みと効果

総合検査科 臨床検査技師 上瀬 佳菜
令和3年度 日臨技 中部圏支部医学検査学

会(第59回)
上腸間膜静脈血栓性閉塞をきたした小腸腫瘍の一例

総合検査科 臨床検査技師 野村 菜月
令和3年度 日臨技 中部圏支部医学検査学

会(第59回)
拡張型心筋症類似の所見を呈したacromegalic cardiomyopathyの一症例

医科学研究所 室長 菊池 有純 LMCE 2021
Examination of a Novel Method for the Recovery of Extracellular Vesicles from Liquid 

Samples

医科学研究所 臨床検査技師 成瀨 有純 LMCE 2021
Methylation Analysis using the Ion AmpliSeq Methylation Panel for Cancer Research in 

Bladder Cancer

薬剤科 薬剤師 竹尾恵理子 第31回日本医療薬学会 BRAF遺伝子変異陽性肺癌でダブラフェニブ+トラメチニブ併用療法を行なった１症例

放射線科 診療放射線技師 伊藤 祐介 第49回日本放射線技術学会秋季学術大会 頭部MRA自動クリッピング処理機能の精度評価

放射線科 診療放射線技師 伊藤 祐介 第49回日本放射線技術学会秋季学術大会 頭部MRA自動クリッピング処理機能を用いたワークフロー改善の検討

放射線科 診療放射線技師 伊藤 祐介
第49回日本放射線技術学会秋季学術大会

ランチョンセミナー
ECHERON Smart Plusを支える技術と臨床に与えるインパクト

医科学研究所 臨床検査技師 成瀨 有純
日本人類遺伝学会第66回大会､第28回日

本遺伝子診療学会大会合同開催

Invented of new correction formula for methylation analysis by methylation-sensitive 

restriction enzyme.

看護部 看護師 三宅 玲奈 第35回日本手術看護学会 伏臥位脊椎手術におけるポリエチレン袋を用いた被覆による保温効果の検証
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形成外科 医師 小林 潤貴
第47回日本熱傷学会総会･学術集会/第

13回アジア環太平洋熱傷学会
ウルトラキュレットを使用してアキレス腱部の熱傷のデブリードマンを行った1例

泌尿器科 医師 髙木 公暁 第59回日本癌治療学会学術集会 メチル化感受性制限酵素を用いた膀胱癌メチル化マーカー解析

医科学研究所 臨床検査技師 成瀨 有純 第59回日本癌治療学会学術集会 次世代シーケンサーを用いたMicrosatellite Instability解析

形成外科 医師 伊藤 悠介 第47回日本熱傷学会総会･学術集会 自家培養表皮移植におけるcontact layerとしてSorbactコンプレスを使用した一例

薬剤科 薬剤師 後藤健志 愛知県病院薬剤師会 第Ⅱ領域セミナー 愛知県病院薬剤師会 第Ⅱ領域セミナー座長

ME科 臨床工学技士 小塚 信 第9回一宮市血液浄化技術研究会 Covid19感染透析症例の経験と問題点

呼吸器外科 医師 板野 秀樹 第74回日本胸部外科学会定期学術集会 緊急大量血胸手術における術中セルセーバー回収自己血輸血の有用性

ME科 臨床工学技士 田中 沙奈恵 第32回東海透析技術交流会学術集会 COVID-19における感染対策

麻酔科 医師 酒井 規広 日本臨床麻酔学会第41回大会 小児の神経ブロック講義

麻酔科 医師 上松 友希 日本臨床麻酔学会第41回大会 腹腔鏡下腎臓/副腎摘出術における術後嘔気嘔吐の検証・全症例検討

看護部 保健師 梅村 芹香 日本臨床麻酔学会第41回大会 伏臥位脊椎手術におけるポリエチレン袋を用いた被覆による保温効果の検証

医科学研究所 室長 菊池 有純 第61回日本臨床化学会年次学術集会 サンガ―シーケンスにおけるPreamplification法を用いたサンプル調整の有用性

医科学研究所 臨床検査技師 成瀨 有純 第61回日本臨床化学会年次学術集会
Methylation sensitive restriction enzyme PCRにおけるメチル化感受性制限酵素処理後の加熱

処理の有用性

救命救急科 医師 井上保介
第24回へき地・離島救急医療学会学術集

会
シンポジウム「災害としてのCOVID-19」座長

口腔外科 医師 鈴木 陽子 第66回日本口腔外科学会総会 口底部に発生した異所性扁桃の1例

看護部 看護師 服部貴夫 第7回日本NP学会学術集会
病棟スタッフとして勤務する診療看護師（NP）が発熱のある高齢患者に介入し重症化を予防でき

た一例
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ME科 臨床工学技士 小塚 信 第21回中部臨床工学会 透析患者におけるStevens-Johnson syndromeに対する血漿交換の治療経験

放射線科 診療放射線技師 伊藤 祐介 第13回中部放射線医療技術学術大会 3D imaging ; 高速撮像パラメータが画像に与える影響

外傷救急外科 医師 甲村 稔
第13回日本Acute Care Surgery学会学

術集会

Segmental arterial mediolysis(SAM)が原因と考えられた仮性動脈瘤破裂に対し､経カテーテル

的動脈塞栓術を施行した2例

救急科 医師 馬庭 幸詩
第13回日本Acute Care Surgery学会学

術集会

REBOA併用下でDamage Control IVRを行い救命した正中弓状靭帯圧迫症候群による膵十二指

腸動脈瘤破裂の一例

臨床研修セン

ター
研修医 本南 研人

第13回日本Acute Care Surgery学会学

術集会
Ⅲb型肝損傷に対しREBOA使用下でdamage control surgeryを行い救命した一例

臨床研修セン

ター
研修医 末次 祐介

第13回日本Acute Care Surgery学会学

術集会

急激に発症した両下肢の痺れで受診し､後日バレット食道癌の胸椎転移による脊髄圧迫症候群と

診断した一例
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