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部署名 職種 名前 学会名 演題名

医科学研究所 室長 菊池 有純 XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB MUNICH 2021 Improving microRNA extraction using reagent optimization

整形外科 医師 岡 直樹 第138回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 後頚部打撲後に発症した後頚部壊死性軟部組織感染症の１例

整形外科 医師 犬飼 智雄 第138回中部日本整形外科災害外科学会 壊死性軟部組織感染症の治療経験

放射線科 診療放射線技師 伊藤 祐介 第78回日本放射線技術学会総会学術大会 3D Fast Scan MR Imaging ; Optimal Ratio of Under Sampling and Random Sampling

放射線科 診療放射線技師 則竹 隆広 第78回日本放射線技術学会総会学術大会 新型X線管を用いたパルス幅短縮によるアンギオ検査への影響の検討

麻酔科 医師 酒井 規広 第９回日本区域麻酔学会学術集会 区域麻酔の安全管理

麻酔科 医師 酒井 規広 第９回日本区域麻酔学会学術集会 膝の手術 硬膜外麻酔VS神経ブロック「卓越なる末梢神経ブロック」

麻酔科 医師 酒井 規広 第９回日本区域麻酔学会学術集会 神経ブロックハンズオンワークショップ①インストラクター養成コース講義・実技

麻酔科 医師 酒井 規広 第９回日本区域麻酔学会学術集会 神経ブロックハンズオンワークショップ④初心者コース実技（コースリーダー）

第一病院 事務長 日比野 友也 第78回日本放射線技術学会総会学術大会 第78回日本放射線技術学会総会学術大会 座長

形成外科 医師 伊藤 悠介 第65回日本形成外科学会総会・学術集会
シンポジウム4　創傷の“臭い”を管理する「難治性創傷面の細菌・バイオフィルムの視覚化の試
み」

形成外科 医師 小林 潤貴 第65回日本形成外科学会総会・学術集会 超音波機器の使用で若手形成外科医でも良質なデブリードマンが施行できる

口腔外科 医師 石濱 嵩統 第76回NPO法人日本口腔科学会学術集会
・Prognstic Nutritional Indexは終末期口腔癌患者の生存日数の予測に寄与する
・下顎骨骨折に対するMatrix WAVE MMFシステムを用いた治療戦略

皮膚科 医師 羽田野 詩乃 第38回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 帯状疱疹後神経痛に対するミロガバリンの臨床的有用性

口腔外科 医師 牧原 弘幸 第31回日本有病者歯科医療学会学術大会 顎下腺切除術により改善された頚部壊死性筋膜炎の1例

口腔外科 医師 石濱 嵩統 第31回日本有病者歯科医療学会学術大会 約40年前のオトガイ形成術が原因で下顎骨の圧迫吸収を認めた1例

麻酔科 医師 酒井 規広 AOSRA-PM 2022 Pre-Congress Webinar Regional anesthesia for knee surgery; current strategy of early recovery
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第一ME科 臨床工学技士 小塚 信
第32回日本臨床工学会及び2022年度公益社団法人日本臨床工
学技士会総会

VA管理の現状と課題

総合MCG 事務 髙橋 里佳 NCDセミナー2022 NCD登録の取り組み

麻酔科 医師 酒井 規広
第2回本郷PNBハンズオンセミナー
（順天堂大学ワークショップ）

上肢の末梢神経ブロック、およびワークショップ指導

第一ME科 臨床工学技士 川﨑 泰子 第33回東海透析技術交流会定例総会スプリングセミナー 長期留置カテーテル管理

第一ME科 臨床工学技士 小塚 信 第33回東海透析技術交流会定例総会スプリングセミナー 共催セミナーの司会

研修医 医師 大江 史織 第25回日本臨床救急医学会総会・学術集会 重症外傷に対してP-REBOA併用下で止血術を行い救命した3例の検討

救命救急センター 医師 井上 保介 第25回日本臨床救急医学会総会・学術集会
にっぽんど真ん中祭りにおける Mass-gathering Medicine
～第 22・23 回大会の医療支援報告～

心臓外科 医師 小林 健介 第50回日本血管外科学会学術総会
遺残坐骨動脈狭窄による急性下肢虚血に対して血管内治療とバイパス術を施行したが救肢できな
かった1例

小児科 医師 髙木 みずき 第64回日本小児神経学会学術集会 小児のけいれんの重症度評価におけるプロラクチンとプロカルシトニンの有用性

循環器内科 医師 西川 佳典 第159回　日本循環器学会東海地方会 心室頻拍に対してステロイド治療が有効であった心サルコイドーシスの1例

総合臨床工学科 臨床工学技士 佐野 雄作 令和4年度一般社団法人愛知県臨床工学技士会第17回学術大会 自発呼吸試験加算に対する当院の取り組み

麻酔科 医師 高田 基志 日本集中治療医学会第6回東海北陸支部学術集会 日本集中治療医学会第6回東海北陸支部学術集会・コメンテーター

集中治療科 医師 宮部 浩道 日本集中治療医学会第6回東海北陸支部学術集会　教育講演 コロナの時代のコミュニケーション

ICU 看護師 西尾 陽子 日本集中治療医学会第6回東海北陸支部学術集会 シンポジウム　集中治療における特定行為研修修了者の活躍と今後の方策　座長

麻酔科 医師 上松 友希 日本集中治療医学会第6回東海北陸支部学術集会 大腿骨頸部骨折術後の低酸素血症が非閉塞性腸管虚血の一症状であった可能性のある1例

ICU 看護師 西尾 陽子 日本集中治療医学会第6回東海北陸支部学術集会 看護シンポジウム「集中治療における特定行為研修修了者の活動と今後の方策」

リハビリテーション科 理学療法士 前口 大海 第28回日本心臓リハビリテーション学会学術集会
ARDSを合併した心疾患患者においてAPRVおよび短時間の腹臥位療法を実施し酸素化の改善を認
めた一例
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泌尿器科 医師 丹羽 晃二郎 第290回日本泌尿器科学会東海地方会 陰茎癌術後後腹膜再発が疑われた結核性肉芽腫の一例

麻酔科 医師 酒井 規広 日本麻酔科学会第69回学術集会 術後痛・急性期疼痛管理・整形外科２「座長」

血液内科 医師 妹尾 紀子 第11回日本血液学会東海地方会
後天性フォンビルブランド病合併真性多血症に対し、アスピリン、ルキソリチンブ投与を継続し
ている一例

麻酔科 医師 酒井 規広
39th European Society of Regional Anaesthesia Annual
Congress

The efficacy of popliteal plexus block for postoperative pain management after total knee
arthroplasty; conparison of tibial nerve blcok

眼科 視能訓練士 本山 結月 第37回JSCRS学術総会　インストラクションコース3 トーリックIOL：症例から考える、術前角膜乱視の評価

リハビリテーション科 作業療法士 今井 晴香 第59回日本リハビリテーション医学会学術集会
重度四肢麻痺,構音障害を呈したが身体能力に応じた代替手段にて実用的なコミュニケーションを
獲得した症例

医科学研究所 臨床検査技師 成瀨 有純 IFCC WorldLab SEOUL 2022 DNA Methylation Analysis Using a Methylation-Sensitive Restriction Enzyme

外科 医師 武鹿 良規 第30回日本乳癌学会学術総会 HER2陽性乳癌術後多発肝転移に対する化学療法で長期CRが得られている1症例
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