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Daily DPP-4阻害薬アログロプチンと
Weekly DPP-4阻害薬トレラグリプチンの比
較検討

29.11 第54回日本糖尿病学会近畿地方会

斎藤大祐、今田侑、
細江重郎、仁科周平、
山本恒彦、久保田稔

2型糖尿病血糖コントロール良好患者群に
おけるアルブミン尿増加リスクについての
検討

30. 2 第55回埼玉県医学会総会

小泉学応、蒔田雄一郎、
山中貴博、坂本真吾、
山田茂弘

高Ca血症に伴う慢性腎不全の急性増悪に、
尿管結石の合併を認めた1症例

30. 3 第5回順天堂大学腎臓内科関連8病院合同研究会

山田茂弘、坂本真吾、
小泉学応、山中貴博、
蒔田雄一郎

座長

30. 3 第9回越谷腎疾患研究会・一般演題

蒔田雄一郎

症例提示

29. 8 The 4th MS Summer College in Kobe

河村美巴子

髄液抗MOG抗体陽性であった血清陰性視神
経脊髄炎スペクトラム障害の26歳女性例

29. 9 第222回日本神経学会関東・甲信越地方会

神山大樹、河村美巴子、
横山和正、中村真一郎

A STANDARDIZED APPROACH IS USEFUL FOR
MANAGING MOTOR FLUCTUATIONS OF
ADVANCED PARKINSON S DISEASE (PD)

29. 9 XXIII World Congress of Neurology

Miwako Kawamura,
Shinichiro Nakamura

パーキンソン病の運動症状変動に対する入
院薬物調整について

29. 9 ハッピーフェイスセミナー in 越谷

中村真一郎

臨床像と画像所見の解離が特徴的であった
中枢神経サルコイドーシスの30歳女性例

29.10 第637回内科地方学会

日下理絵、河村美巴子、
中村真一郎

臨床像と画像所見の解離が特徴的であった
中枢神経サルコイドーシスの30歳女性例

29.10 第637回内科地方学会

日下理絵、河村美巴子、
小林功、中村真一郎

認知症との付き合い方

30. 2 ベネッセ地域医療セミナー

中村真一郎

病診連携の実例：大越医院と越谷市立病院
の場合

30. 3 パーキンソン病連携の会

中村真一郎、大越恭二

右心カテーテルを施行した呼吸器疾患にお
ける、動脈血液ガス分析同時測定の意義

29. 4 第57 回日本呼吸器学会学術講演会

劉左右、塩田智美、
杉山藍、和田裕雄、
関谷充晃、守尾嘉晃、
岩神真一郎、家永浩樹、
高橋和久

電気痙攣療法後に発症した陰圧性肺水腫の
一例

29. 5 第224回日本呼吸器学会関東地方会

鈴木宣史，関本康人，
金森幸一郎，小林功，
家永浩樹，高橋和久

当院で経験した免疫チェックポイント阻害
剤を投与した症例

29.10 埼玉東部肺癌フォーラム

鈴木宜史

防水スプレー吸引によるびまん性肺障害の
一例

29.11 第227回日本呼吸器学会関東地方会

奥村隼人、小林功、
家永浩樹、金森幸一郎、
鈴木宣史、 三道ユウキ、
西沖俊彦、松田浩成、
三浦啓太

肺炎球菌ワクチンにより薬剤性肺障害を呈
した一例

29.11 第227回日本呼吸器学会関東地方会

荒井千香子、金森幸一郎、
西沖俊彦、鈴木宣史、
三道ユウキ、 小林功、
家永浩樹、高橋和久

当院における吸入薬の処方状況と喘息・
COPDのコントロールの現状

30. 3 第15回CRDフォーラム

鈴木宜史

進行食道癌に対するフッ化ピリミジン系抗
癌剤投与の検討

29. 4 第103回日本消化器病学会総会

越谷市立病院：
中山秀苗、草間ひろみ、
日高康博、中庭礼智、
佐々木淳
順天堂大学消化器内科：
渡辺純夫

急性膵炎を繰り返し合併した潰瘍性大腸炎
の一例

29. 4 第103回日本消化器病学会総会

越谷市立病院：
草間ひろみ、佐々木淳、
中庭礼智、日高康博、
中山秀苗
順天堂大学消化器内科：
渡辺純夫

抗血栓薬と消化器疾患

29. 7 Koshigaya Pharmacist Forum

佐々木淳

消化管疾患と抗潰瘍薬

29.11 第1回さいたま上部消化管勉強会

佐々木淳
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心不全管理における漢方の可能性

29. 7 茶崖ハートフォーラム2017

恩田俊仁

心臓と糖尿病

29.10 越谷循環器懇話会

高橋秀平

高齢化社会における大動脈弁狭窄症の臨床

29.12 越谷循環器医会

圓山雅己

冠動脈疾患について

29.12 越谷循環器医会

高橋秀平

心エコーの画像管理とレポーティングの現
状と未来~マルチベンダー対応型解析シス
テムの有用性

30. 3 日本心エコー図学会第29回学術集会ランチョンセ 圓山雅己
ミナー

マイコプラズマ感染症により急性両側線条
体壊死をきたした1例

29. 5 第168回日本小児科学会埼玉地方会

権田裕亮、萩原友紀、
長谷川理恵、小島千春、
木下恵司

運動中に腹痛・嘔で発症した遅発型横隔膜
ヘルニアの1例

29. 5 第168回日本小児科学会埼玉地方会

北島純嵩、長谷川理恵、
権田裕亮、萩原友紀、
小島千春、木下恵司

背部痛を主訴とした神経芽腫の1例

29. 6 第3回東部地区病院小児懇話会

横山美華子、権田裕亮、
田中裕子、小島千春、
海老原慎介、小林真紀、
木下恵司

川崎病の経過中にMRIで足関節周囲に滑膜
炎を認めた1例

29. 7 第55回埼玉県小児感染免疫懇話会

田中裕子、横山美華子、
権田裕亮、海老原慎介、
小林真紀、木下恵司

Mycobacterium aviumによる皮下膿瘍を発
症したインターフェロンγ受容体1部分欠
損症の1例

29. 9 第169回日本小児科学会埼玉地方会

田中裕子、横山美華子、
権田裕亮、小島千春、
海老原慎介、小林真紀、
木下恵司

梅毒感染妊婦より出生した3例

29. 9 第169回日本小児科学会埼玉地方会

横山美華子、田中裕子、
権田裕亮、小島千春、
海老原慎介、小林真紀、
木下恵司

Mycobacterium aviumによる皮下膿瘍を発
症したインターフェロンγ受容体1部分欠
損症の1例

29.10 第49回小児感染症学会総会・学術集会

田中裕子、横山美華子、
権田裕亮、小島千春、
海老原慎介、小林真紀、
木下恵司

最近経験した甲状腺機能亢進症

29.11 第16回越谷こども医療懇話会

佐藤義剛

好中球減少症と可逆性脳梁膨大部病変を有
する脳炎・脳症(MERS)を合併した川崎病

28.12 第16回越谷こども医療懇話会

権田裕亮

経過中に腸重積症を合併し腹部症状が遷延
したIgA 血管炎の1例

29.12 第170回日本小児科学会埼玉地方会

濱本 舜、権田裕亮、
横山美華子、田中裕子、
海老原慎介、小林真紀、
木下恵司

好中球減少症と可逆性脳梁膨大部病変を有
する脳炎・脳症(MERS)を合併した川崎病の
1例

29.12 第170回日本小児科学会埼玉地方会

権田裕亮、横山美華子、
田中裕子、海老原慎介、
小林真紀、木下恵司

診断に至るまでに長期間を要したBasedow
病の男児2例

30. 2 第171回日本小児科学会埼玉地方会

岩崎卓郎、権田裕亮、
田中裕子、海老原慎介、
小林真紀、木下恵司

急性副鼻腔炎後加療後に認めた硬膜外膿瘍
の1例

30. 2 第171回日本小児科学会埼玉地方会

海老原慎介、岩崎卓郎、
権田裕亮、田中裕子、
小林真紀、木下恵司

好中球減少症と可逆性脳梁膨大部病変を有
する脳炎・脳症(MERS)を合併した川崎病の
1例
生来健康な14歳女児に発症した急性硬膜外
膿瘍の1例

30. 2 第3回彩の国川崎病セミナー

権田裕亮

30. 3 第13回埼玉県東部地区小児救急医療研究会

海老原慎介、岩崎卓郎、
権田裕亮、田中裕子、
小林真紀、木下恵司
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乳腺器質産生癌の1例

29. 7 第25回日本乳癌学会学術総会

行方浩二、三浦弘善、
市川祐子、髙瀬優、
岡田基

術前化学療法で奏功が得られ手術を施行し
なかった2例

29. 7 第25回日本乳癌学会学術総会

三浦弘善、市川祐子、
行方浩二、髙瀬優、
岡田基

術後15年以上経て再発したホルモン陽性乳
癌の5例

29. 7 第25回日本乳癌学会学術総会

市川祐子、三浦弘義、
行方浩二、高瀬優、
岡田基

胃癌術後14日目に生じた遅発性脾破裂の1
例

29.12 第846回外科集談会（埼玉）

嶋津藍、辻未来、
呉一眞、水越幸輔、
松森聖、三浦弘義、
武井雅彦、行方浩二

TAPPの術中に診断できず、術後早期に発症
した対側Ⅱ-1型鼠径ヘルニア（膀胱脱出）
の1例

29.12 第30回内視鏡外科学会総会

水越幸輔、嶋津藍、
辻未来、呉一眞、
松森聖、三浦弘義、
武井雅彦、行方浩二

Will over 95 degree of MPTA after HTO
make worse in the future?

29. 4 4th JAPAN-KOREA Knee Osteotomy Symposium
（Toyama, JPAN）

Mituaki Kubota,
Ryuichi Ohno,
Rei Momomura,
Tokuo Narimiya,
Daiju Yamada,
Shin Fukusato,
Taisei Kurihara,
Kazuo Kaneko

HTO後MPTA95度以上は膝関節機能を悪化さ
せるか？

29. 6 第9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
(JOSKAS)札幌

久保田光昭、大野隆一、
百村励、成宮徳朗、
山田大樹、福里晋、
栗原大聖、金子和夫

ハイレベルスポーツ選手の前十字靭帯再建 29. 6 第9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
(JOSKAS)札幌
術における患者立脚型評価法を用いた
一重束再建と二重束再建の術後成績の比較
検討

福里晋、大野隆一、
久保田光昭、百村励、
成宮徳朗、山田大樹、
栗原大聖、金子和夫

OWHTO術前後の下肢機能評価

29. 6 第9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
(JOSKAS)札幌

山田大樹、大野隆一、
久保田光昭、百村励、
成宮徳朗、福里晋、
栗原大聖

座長

29. 9 第6 回順天堂ＴＫＡセミナー（東京都）

久保田光昭

転倒し上腕骨骨折にて発覚した歯突起後方 29.10 第38回埼玉・埼玉県南東部整形外科勉強会
関節嚢腫の一例
（越谷）

松尾智次、大野隆一、
久保田光昭、山田大樹、
土屋勝、福里晋、
山口順一郎

OWHTO+ACL再建同時手術の適応と短期成績

29.11 第6回日本Knee Osteotomyフォーラム

久保田光昭

橈骨遠位端プレートの抜釘は必要か？

30. 2 第39回埼玉・埼玉県南東部整形外科勉強会
（越谷）

山口順一郎、大野隆一、
久保田光昭、山田大樹、
松尾智次、土屋勝、
福里晋

橈骨遠位端プレート抜釘症例の検討

30. 3 第25回埼玉整形外科医会勤務医部会（大宮）

山口順一郎、大野隆一、
久保田光昭、山田大樹、
松尾智次、土屋勝、
福里晋

ATPふきとり検査を用いた術野の清潔さの
検討

30. 3 第58回関東整形災害外科学会（東京）

山田大樹、大野隆一、
久保田光昭、松尾智次、
土屋勝、福里晋、
山口順一郎、百村励、
金子和夫

転倒し上腕骨骨折にて発覚した歯突起後方 30. 3 第58回関東整形災害外科学会（東京）
関節嚢腫の一例

松尾智次、大野隆一、
久保田光昭、山田大樹、
土屋勝、福里晋、
山口順一郎、金子和夫
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29. 6 第3回Anticoagulation Care 3.0 Saitama
（大宮）

斎藤力三、寺本紳一郎、
宮原怜、角田朗、
丸木親

当院でのDOACの適正使用についての検討

29. 9 第4回抗凝固療法適正使用推進セミナー（越谷）

斎藤力三、寺本紳一郎、
宮原怜、角田朗、
丸木親

当院でのWarfarin、DOAC内服下の頭蓋内出
血性病変の検討

29.10 第76回日本脳神経外科学会（名古屋）

斎藤力三、寺本紳一郎、
宮原怜、角田朗、
丸木親

視床血管支配領域における視床出血の解剖
学的分類

29.10 第76回日本脳神経外科学会（名古屋）

寺本紳一郎、山本拓史、
中尾保秋、渡邉瑞也

当院におけるレベチラセタム点滴静注の使
用経験

29.10 てんかん治療を考える会

寺本紳一郎、角田朗、
堀越恒、齋藤力三、
丸木親

核型の異なる一卵性一絨毛膜二羊膜双胎妊
娠の一例

29. 4 第69回日本産科婦人科学会学術講演会（広島）

石黒共人、西岡暢子

子宮内膜症/子宮腺筋症の 診断と治療
腹腔鏡手術を中心に-

29. 4 持田製薬講演会（越谷市）

須賀新

-

日常診療における骨粗鬆症への介入

29. 5 埼玉県産婦人科医会東部ブロック講演会（越谷市）糸賀知子

座長

29. 5 第2回埼玉婦人科ビデオクリニック研究会
（さいたま市）

須賀新

内視鏡技術認定について

29. 5 第2回埼玉婦人科ビデオクリニック研究会
（さいたま市）

須賀新

powersource使用方法、センチネルリンパ
節郭清について

29. 5 第2回埼玉婦人科ビデオクリニック研究会
（さいたま市）

須賀新

1児の胎児水腫により診断に至った核型の
異なる一卵性一絨毛膜二羊膜双胎妊娠の一
例

29. 5 第90回日本超音波医学会学術集会（宇都宮市）

石黒共人、西岡暢子

当科で妊娠に至った7症例の東洋医学的考察 29. 6 第68回日本東洋医学会学術集会（名古屋市）

産
科
・
婦
人
科

発表者及び共同研究者

当院でのWarfarin、DOAC内服下の頭蓋内出
血性病変の検討

糸賀知子

不妊症に対して漢方ができること

29. 6 越谷市立病院KAMPOセミナー(ツムラ共催)
（越谷市）

糸賀知子

当科で経験したALSの緩和ケアから学んだ
こと

29. 6 第22回日本緩和医療学会学術集会（横浜市）

糸賀知子

当院でのTLH施行例における腟壁裂傷とそ
の予防のための工夫

29. 6 第42回日本外科系連合学会学術集会（徳島）

石黒共人、須賀新

閉経後出血を契機に診断された子宮腺筋症
より発生した漿液性腺癌の一例

29. 6 第133回 関東連合産科婦人科学会（東京）

加藤顕人、須賀新

Alport症候群合併妊娠の一例

29. 7 第53回日本周産期・新生児医学会学術集会
（横浜市）

石黒共人、西岡暢子

子宮鏡術後に発生した癒着により、胎位異
常、子宮下部過伸展を起こした一例

29. 7 第53回日本周産期・新生児医学会学術集会
（横浜市）

西岡暢子、石黒共人

Laparoscopic surgical outcome of early
stage endometrial cancer in our
hospital

29. 7 59th Japan Society of Gynecologic Oncology
（Kumamoto）

Shin SUGA

Laparoscopy versus laparotomy for the
management of early stage endometrial
cancer in our hospital

29. 7 59th Japan Society of Gynecologic Oncology
（Kumamoto）

Hanae SEKINE,Shin SUGA

Experiences of intraoperative cellfree and concentrated ascites
reinfusion therapy (CART) for
gynecologic cancer patients, 19 cases

29. 7 59th Japan Society of Gynecologic Oncology
（Kumamoto）

Kento KATO,Shin SUGA

ELEVATE型TVM手術とupholod型TVM手術の検
討

29. 7 第19回日本女性骨盤底医学会（福井）

青木志保、須賀新

Laparoscopic surgical outcome of early
stage endometrial cancer in our
hospital

29. 9 18th APAGE Annual Congress（Okayama）

Shin SUGA

The management of laparoscopy versus
laparotomy for early stage endometrial
cancer in our hospital

29. 9 18th APAGE Annual Congress（Okayama）

Hanae SEKINE,Shin SUGA

Pitfall and management for vaginal
laceration of TLH

29. 9 18th APAGE Annual Congress（Okayama）

Hiroki ISHIBASHI,
Shin SUGA
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年・月

学会名等

発表者及び共同研究者

Suggestion for the efficient procedure
of TLH; Analysis of clinical factors
for 197 cases of our TLH

29. 9 18th APAGE Annual Congress（Okayama）

Shota Igaue,Shin SUGA

Prevention of vaginal laceration
during TLH; Analysis of 48 cases

29. 9 18th APAGE Annual Congress（Okayama）

Nanako TAKAHASHI,
Shin SUGA

A case of safe TLH in patient with
severe bladder adhesion after cesarean
section ~ Pitfall and management of
mobilizing the bladder

29. 9 18th APAGE Annual Congress（Okayama）

Nobuko NISHIOKA、
Shin SUGA

当院における子宮頸がんに対する腹腔鏡下
広汎子宮全摘出術の導入

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

須賀新

当院における腹腔鏡下子宮体がん根治術の
手術成績に関する検討

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

須賀新

TLHにおける尿管損傷・腹腔鏡下修復術・
尿管損傷からの脱却-尿管ステント挿入
は、TLHを救う-

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

須賀新

内視鏡技術認定医徹底解剖
ングカーブから

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

関根花栄、須賀新

当院における早期子宮体癌に対する腹腔鏡
下子宮体癌根治術の治療成績

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

関根花栄、須賀新

強度の膀胱癒着を認めた帝王切開術後の
TLHの一例 膀胱剥離の工夫

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

西岡暢子、須賀新

TLH因数分解；各手技の実施時間及びそれ
に影響を与える因子の検討と効率的な手術
手技の提案

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

伊賀上翔太、須賀新

当院における腹腔鏡技術認定医取得までの
教育システム

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

石橋弘樹、須賀新

当院での全腹腔鏡子宮全的術における膣壁
裂傷の検討

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

石橋弘樹、須賀新

当院でのTLH施行例における腟壁裂傷48症
例の検討

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

高橋奈々子、須賀新

腹腔鏡下仙骨子宮靭帯固定術2例の検討

29. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
（岡山）

青木志保、須賀新

Jリーグドーピングコントロールドクター

29. 9 日立柏サッカー場（柏市）

須賀新

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（広汎子宮全摘
術、傍大動脈リンパ節郭清術）について

29.10 科研製薬講演会（越谷市）

須賀新

腹腔鏡手術立ち上げから悪性腫瘍手術適応
までの道のり

29.10 TERUMO講演会（さいたま市）

須賀新

当院での進行・再発子宮頸癌に対するベバ
シズマブの臨床検討

29.10 第55回日本癌治療学会学術集会（横浜市）

関根花栄、須賀新

Fリーグドーピングコントロールドクター

29.10 墨田体育館（東京）

須賀新

若年性尿失禁を認め、のちに筋強直性ジス
トロフィーと診断された一例

29.11 第32回日本女性医学学会学術集会（大阪）

西岡暢子、糸賀知子

解離症状を認めた10代妊娠の一例

29.11 第32回日本女性医学学会学術集会（大阪）

石黒共人、糸賀知子

当院における骨量検査の現状と今後の課題

29.11 第32回日本女性医学学会学術集会（大阪）

糸賀知子、須賀新

腹腔鏡下仙骨子宮靭帯固定術
（Laparoscopic Utero Sacral Ligament
Fixation; L-USLF）2例の検討

29.11 第92回埼玉県後期学術集会（さいたま市）

青木志保、須賀新

妊娠後期に被膜血管破綻による腹腔内出血
を来した子宮内膜症合併妊娠の2例

29.11 第92回埼玉県後期学術集会（さいたま市）

森裕介、石黒共人

腹腔鏡下に修復し得た、人工妊娠中絶手術
による子宮穿孔の１例

29.11 第92回埼玉県後期学術集会（さいたま市）

高橋奈々子、須賀新

Alport症候群合併妊娠の一例

29.11 第62回日本人類遺伝学会（神戸市）

石黒共人、西岡暢子

10代で腹圧性尿失禁を認め、その後筋強直
性ジストロフィーと診断された１例

29.11 第62回日本人類遺伝学会（神戸市）

西岡暢子、糸賀知子

TLHのラーニ

安全なTLHを目指して - 腟壁裂傷予防のた 29.11 第40回日本産婦人科手術学会（大阪）
めの工夫 -
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石黒共人、須賀新
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科
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科
耳
鼻
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科

年・月

学会名等

発表者及び共同研究者
須賀新

腹腔鏡技術認定医取得までの教育システム 29.12 第30回日本内視鏡外科学会総会（京都）
-TLH技術取得にむけて-

関根花栄、須賀新

TLH手技のボトルネック；手術手技とその
時間および効率性に関する多変量解析

29.12 第30回日本内視鏡外科学会総会（京都）

伊賀上翔太、須賀新

TLHにおける腟壁裂傷からの脱却；当院で
のTLH施行例における腟壁裂傷48症例の検
討

29.12 第30回日本内視鏡外科学会総会（京都）

高橋奈々子、須賀新

本人へ告知されていなかったL1症候群保因 29.12 第3回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会
者妊娠の一例
（淡路島）

石黒共人、西岡暢子

婦人科悪性疾患に対する腹腔鏡下手術（低 29.12 第3回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会
侵襲手術）について
（淡路島）

西岡暢子、石黒共人

JFAドーピングコントロールドクター（天
皇杯）

須賀新

29.12 等々力競技場（川崎市）

自閉症スペクトラム児に対して視力検査の 29.10 第58回日本視能矯正学会（仙台市）
練習に療育の手法を取り入れた1症例

都築美穂子、尾羽澤英子

眼球運動からみる小児めまいの検討

松岡理奈

29. 6 小児耳鼻咽喉科学会

胎児聴性誘発電位と心拍変化に基づく胎児 29. 8 ニューロサイエンス研究会
聴覚検査の試み

松岡理奈

胎児聴覚検査の試み

29.10 日本聴覚医学会

松岡理奈

腫瘍用人工骨頭置換術後にADL及びQOLが改
善した1例

30. 1 第26回埼玉県理学療法学会

山下圭悟、宮原峰則、
石間照子、松下大二朗、
栗原密

ー

リ
ハ
ビ
リ
テ

発表演題

当院における子宮頸がんに対する腹腔鏡下 29.12 第30回日本内視鏡外科学会総会（京都）
広汎子宮全摘出術の導入

ョ

シ

急性期脳梗塞患者の初回端坐位時の血圧変 30. 3 第43回脳卒中学会
動が臨床経過に及ぼす影響

山下圭悟、高山裕太郎、
小藤直子、栗原密、
角田朗

ン
科

放
射
線
科

臨
床
検
査
科

整形領域におけるCT画像診断〜3次元画像
処理を有効に使おう〜

29. 4 埼玉県診療放射線技師会

第5支部情報交換会

村本圭祐

放射線技師でも知っておきたい心電図の基
礎

29. 4 埼玉県診療放射線技師会

第5支部情報交換会

矢部智

基礎から学ぶ大動脈解離

29. 4 埼玉県診療放射線技師会

第5支部情報交換会

関根貢

胸痛、背部痛を有する患者における読影の
補助

29. 6 平成29年関東甲信越診療放射線技師学術大会

関根貢

明日から使えるCTAの基礎

29. 8 循環器CTセミナー2017

関根貢

時間外業務中における胸痛を有する患者へ
の読影の補助

29. 9 第33回日本診療放射線技師学術大会

関根貢、矢部智、
村本圭祐

Collimationの違いによる金属アーチファ
クト低減ソフトの検討

29. 9 第33回日本診療放射線技師学術大会

村本圭祐、関根貢、
矢部智

腫瘍マーカーについて

29.10 第3回診療放射線技師BRTセミナー

丸山理子

急性腹症について〜虫垂炎をマスターして
スキルアップ〜

29.11 埼玉県診療放射線技師会支部合同勉強会 in 熊谷 村本圭祐

救急撮影の基礎〜見逃したくない頭部疾患
〜

30. 1 埼玉県診療放射線技師会

第5支部情報交換会

西村美咲

乳腺疾患読影の基礎〜腫瘤性病変について
〜

30. 1 埼玉県診療放射線技師会

第5支部情報交換会

丸山理子

胃癌について

30. 1 埼玉県診療放射線技師会

第5支部情報交換会

日高真道

劇症型A群溶血性連鎖球菌感染症による母
児死亡の1症例

29.10 第54回関甲信支部・首都圏支部医学検査学会

千葉明日香、菅原直美
前田友子、高村さをり
五十里博美、吉原靖之

Yersinia enterocoliticaの感染後に反応
性関節炎が疑われた一症例

29.10 第54回関甲信支部・首都圏支部医学検査学会

高村さをり、前田友子
千葉明日香、菅原直美
五十里博美、吉原靖之

高頻度抗原に対する抗体が検出された2症
例

29.10 第54回関甲信支部・首都圏支部医学検査学会

大塚幸成、益子恵子
石井直美、佐々木菜緒
吉原靖之

当院における新生児聴覚スクリーニング検
査の現状

29.10 第54回関甲信支部・首都圏支部医学検査学会

榎本淑恵、渋谷賢一
熊谷佳奈江、荻原奈美
石上園子、吉原靖之
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臨
床
検
査
科

薬
剤
科

発表演題

年・月

学会名等

発表者及び共同研究者

認知症とその検査について

29.11 第33回埼玉臨床画像研究会

渋谷賢一

脳脊髄液中に癌細胞が出現した進行胃癌の
一例

29.11 第56回日本臨床細胞学会秋期大会

下鳥萌、竹田桂子、
南秀坪、桜井義一、
砂川進、吉原靖之、
藤川甲文、岡田基、
髙瀬優

認知症対応力向上講習会B

29.11 埼玉県臨床検査技師会

渋谷賢一

臨床検査技師による認知症スクリーニング
検査の参入

29.11 認知症対応力向上講習会B

渋谷賢一

症例検討・スライドカンファレンス症例提
供（婦人科領域）

30. 3 第35回埼玉県細胞検査士会学術集会

下鳥萌

Let

30. 3 埼玉県臨床検査技師会細胞検査研究班研修会

下鳥萌

麻薬・向精神薬、毒・劇薬の管理方法

29. 6 新人看護職員研修

加藤知孝

抗生物質の作用・副作用、消毒薬の使い方

29. 6 新人看護職員研修

柴田健太

麻薬の作用、副作用及び疼痛緩和

29. 6 新人看護職員研修

宇田竜也

インスリンの作用・副作用、使用方法

29. 6 新人看護職員研修

土井由布子

循環動態作用薬の作用

29. 6 新人看護職員研修

宇田竜也

越谷市立病院における糖尿病への取り組み

29. 7 第1回埼玉県東部医療

皮膚浸潤がんにモーズ軟膏を使用した一例

29. 8 日本病院薬剤師会関東ブロック第48会学術大会

高橋未来、中田和宏

褥瘡に使用する外用剤

29. 9 皮膚・排泄ケア教育プログラム（初級コース）

齋藤洋子

医薬品情報を総合的客観的に評価するため
の評価シート

29. 9 第8回日本アプライド・セラピューティクス学会
学術大会

中田和宏

胃がん化学療法における副作用対策につい
て（末梢神経障害を中心に）

29. 9 第7回越谷がん化学療法薬薬連携カンファレンス

羽田竜也

抗がん薬勉強会

29. 9 院内

本田隼人

抗がん剤投与時の曝露防止対策
閉鎖式ルート導入に向けての取り組み

29.10 第1回日々の病院薬剤師業を考える会

中田和宏

病院薬剤師業務における今後の課題
クローズド・リマークス

29.10 第1回日々の病院薬剤師業を考える会

加藤知孝

皮膚浸潤がんにモーズ軟膏を使用した１例

29.11 第27回日本医療薬学会年会

高橋未来

症例解析＆文献評価ワークショップ
2017：てんかん

29.11 日本アプライドセラピューティクス学会

中田和宏

抗がん薬勉強会（大腸癌）

29.11 院内

吉橋諒

非ステロイド性抗炎症薬による喘息発作を
繰り返した１症例

29.11 第27回日本医療薬学会年会

柴田健太

呼吸器症状について

29.11 緩和ケア教育プログラム（中級コース）

宇田竜也

添付文書の臨床薬理、記載内容の検証をお
こなおう

29.12 第38回日本臨床薬理学会学術総会
ミナー2

注射薬の基本的調製手順について

30. 1 第1回医療器具の適性使用セミナー

羽田竜也

麻薬の取り扱いについて（麻薬廃棄・事
故）

30. 1 第1回医療器具の適性使用セミナー

加藤知孝

こしがや高齢者学級

30. 2 こしがや高齢者学級

横山太二郎

s供覧！!あなたはどう読む？Part7

骨粗鬆症

医療連携のための勉強会

3-1病棟看護師向け抗がん剤勉強会

5-１病棟看護師向け抗がん剤勉強会

山内泰代

ハンズオンセ 中田和宏

医療安全勉強会（転倒を減らすための薬の 30. 2 医療安全勉強会
知識）オープニング・リマークス

加藤知孝

エピルビシン投与中の血管外漏出に対する 30. 3 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2018
デクスラゾキサン投与の1症例

中田和宏、羽田竜也、
本田隼人

当科で経験したＡＬＳの緩和ケアから学ん 29. 6 第22回日本緩和医療学会学術大会
緩
だこと
ア和
ケ

糸賀知子、平岡三枝、
廣瀬千春、石田真弓、
菅野康二、三浦弘善
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（2）著書及び論文発表
科名

消
化
器
科

論文題名

脳
神
経
外
科

産
科
・
婦
人
科

耳
鼻
咽
喉
科
薬
剤
科

発表者及び共同著者

急性膵炎を繰り返し合併した潰瘍性大腸 日本消化器病学会雑誌 (0446-6586)114巻 越谷市立病院：草間ひろ
炎の一例
臨増総会 Page A332(2017.03)
み、
佐々木淳、中庭礼智、
日高康博、中山秀苗
順天堂大学消化器内科：
渡辺純夫
変形性膝関節症

整
形
外
科

著書または誌名・巻・頁・年

進行食道癌に対するフッ化ピリミジン系 日本消化器病学会雑誌 (0446-6586)114巻 越谷市立病院：中山秀苗、
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大建中湯を漫然と服用することによって
熱証をきたした１例−大建中湯の適正使
用と副作用に対する適切な対応について
−
子宮平滑筋腫に子宮内膜間質結節を合併
した1例
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医薬品の有効性評価における問題点
統計的有意性と臨床的に意味のある薬

Pediatric Rina Matsuoka
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