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公益財団法人日産厚生会

言
医学フォーラム

について

毎年この時期に開催する医学フォーラムは私たち公益財団法人日産厚生会のパフォーマ
ンスを披露する最も重要な行事の一つです。今回（第 6 回）も 2 月 15 日に予定され、発表
者司会者その他多くの関係者が準備怠りなく開催目前のところでした。しかし、あの新型コ
ロナウイルスの勢い止まらず、まさしく開催直前の 2 月 13 日夜に至りアウトブレイクとさ
れる状況となってしまいました。室内 300 人規模の集会で、複数の事業所から人混みを通っ
て集まるなど、感染防止の点から開催は問題が大きいと判断し、急遽中止の決定をいたしま
した。その後の状況を見れば前日の突然の中止もやむを得ずと捉えていただけるでしょうが、
あの時点では非常な苦渋を伴うものでありました。感染症から市民を守る為には、私たち医
療者こそが健全でなくてはならない、という判断であったことをご理解願うものであります。
御承知の如くいま医療は大変革の時期にあり、医療制度、医療器機、技術、薬剤などなど
目まぐるしい変化、変革を見せています。これは医療に限ったことではなく、社会状況、政
治・経済環境、そして地球規模の気象変動も含めてあらゆる面に起こっていますが、その対
応に苦慮されます。私たちに最も関係するところでは 4 月からの診療報酬改定がありますが、
今回の改定の主旨は
1）医療機能の分化・強化、連携などによる地域包括医療・ケアシステムの推進
2）医療従事者の負担軽減・医師の働き方改革
3）安心・安全で質の高い医療の実現であり、効率化・適正化の制度を通じた推進
などです。まさしく私たちが長年取り組み、既に実現した内容であると捉えるところであり
ますが、社会福祉・医療費の高騰、国家財政の逼迫などの下に診療報酬は更に引き締められ
ていくと考えられ、より厳密な対応に迫られます。
日産厚生会の事業目的は「疾病の予防・治療に寄与する医学的研究」であり、医学フォー
ラムはこの主題の実現を象徴するものとして位置づけています。今回のメインテーマは「令
和医新」でしたが、元号が代わり、社会環境・医療環境に大変革が起きようとしている今、
私達

日産厚生会がこれからの新たな医療を展開していこうという“医新”であると捉えま

す。
残念ながら紙上発表となってしまいましたが、その内容、価値は変わるものではありませ
ん。ここに記された玉川病院、佐倉厚生園グループ、日産厚生会診療所、玉川クリニックの
堅実な活動と業績が相互の理解と連携を深め、強い絆を結ぶ有意義な糧となりますよう願う
次第です。
公益財団法人日産厚生会
理事長
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中嶋

昭

口演
O-1 申し送りの知らない世界 ‐術後の申し送りの短縮を試みて‐
玉川病院看護部 埜々下智紗
O-2 在宅復帰を現実に！～多職種連携し、家族の不安を解消するために～
佐倉ホワイエリハビリテーション課 萩野匡史
O-3 定期健康診断結果に対する受診者の意識調査
玉川クリニック看護師 永森優子
O-4 当診療所における胃 X 線検査の現状
日産厚生会診療所放射線室 櫻井隆之
O-5 透析センターの災害対策への取り組み～災害から透析患者を守るには～
玉川病院臨床工学科 松村彩子
O-6 外来からつなぐ多職種の地域療養支援
玉川病院看護部 砂原亜弓
O-7 作業療法としての庭園散策～リラックス効果の検証～
佐倉厚生園病院リハビリテーション室 小林宏彰
O-8 当院における心肺運動負荷試験の活用について
玉川病院循環器内科 小野

剛

O-9 当センターにおける嚢胞性肺疾患・気胸の治療方針について
玉川病院気胸研究センター

渡邉健一

O-10 玉川病院ペインクリニック外来開設からの 10 か月を振り返って
玉川病院麻酔科 不破礼美

ポスター
P1-1 治療を中断して転院を望む本人と治療継続を推奨する医療スタッフの倫理的ジレンマの一考察
玉川病院患者サポートセンター 長坂眞弓
P1-2 退院調整の現状と今後の課題～退院困難となる患者の要因の分析と今後の支援について考える～
玉川病院患者サポートセンター 神山綾子
P1-3 外来看護の質の向上を図る～アンケート調査を基に業務改善を図る～
佐倉厚生園病院看護部 菊池美奈子
P1-4 排泄ケアの改善～安眠を図るための取り組み～
佐倉厚生園病院看護部 天正理恵
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P1-5 医療療養病棟における高齢者のスキンケア
～グリセリンローション、オリーブ油を併用した保湿効果の検証～
佐倉厚生園病院看護部 細根ふさ子
P2-1

SEMAR による金属アーチファクトと被ばく線量の低減
玉川病院放射線科 菅野将敏

P2-2 回復期リハビリテーション病棟での栄養カンファレンスの取組み
玉川病院栄養給食科 秋山愛理
P2-3 プロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）の現状とこれから
玉川病院薬剤科 竹場和代
P2-4 2020 年４月玉川病院介護科設立に向けての取り組みと現状
玉川病院看護部 鈴木友香
P2-5 医師事務作業補助者の配置による勤務医負担軽減策の効果
玉川病院医療秘書室 船橋達也

ミニシンポジウム
「台風・豪雨災害を経験して」
S-1 令和元年・台風 19 号による被害と対応及び今後の対策について
玉川病院事務長 佐々木栄三
S-2 災害時の情報収集・共有・指示伝達のあり方『台風・豪雨災害を経験して』
佐倉厚生園病院事務長 大木勇司
S-3 台風 19 号の罹災報告
公益財団法人日産厚生会玉川クリニック
鍵小野 宏
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編 集

後 記

ヨーロッパで中世が残る街を歩いていると、ペストの大流行による慰霊と記された噴水や
碑をしばしば見かけます。当時、謎の疫病への不安は医学の発達した現在とは比べものにな
らないほど、大パニックが起こったに違いありません。死に対する恐怖心、他者の裏切りや
保身など人間の奥に潜む負の領域が図らずも現実に露呈していたと想像できます。カミュの
小説「ペスト」に描かれた極限の世界は真実でしょう。
現在の新型コロナ肺炎の流行は「ペスト」を想起させる事件であり、感染者数・死亡者数・
感染地域の拡大が進み、刻一刻広がる疫病報道に私たちは固唾をのんで耳を傾けています。
そうした不安の中で第６回医学フォーラムは淡々と準備を進めてきました。しかし国内の特
定できない感染者が広がり始めた段階で、やむを得ず開催前日に中止するという悔しい決断
をした次第です。発表者・参加者・招待講演者・スタッフの落胆した顔がまず浮かんだもの
です。
こうした方々の努力を無駄にしないためにはどのような決着をつけるのが良いかを医学
研究所において協議しました。その結果、第６回医学フォーラムは誌上発表という形で成立
し、ここにプロシーディングを発刊することにいたしました。
今回の誌上発表を読んで、初期の医学フォーラムと比べ、回を追うごとに研究内容のレベ
ルが高くなり、表現力、説得力の技術、考察力も向上していることを再認識しています。外
部の学会において他施設と互角に戦えます。これらがこのまま誌上発表に終わることなく、
医学雑誌・看護雑誌に投稿し専門家の査読を受けて、より優れた内容に仕上げ論文化してほ
しいと考えます。なぜなら学会では発表者はどうしても内容に独断や矛盾が含まれやすく、
厳しく査読者の目に曝されてはじめてそれが真実として価値ある研究成果になります。医学
研究所は、そのための経済的支援、論文作成支援をする部門としても存在します。
さて、医療従事者として私たちは COVID-１９の撲滅に積極的に関わっていかなければ
なりません。すべての人が何らかの被害をこうむっているという現実の中で、感染者が増加
するのみでなく死亡者も確実に増加すると予想されます。私たちは医学の研究のみでなく、
本来の使命である医学の実践を通して活躍する場面が来ました。皆さんとともにこの難局を
乗り越えましょう。

公益財団法人日産厚生会
所長

医学研究所
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講演・研究発表等目録

１．講演
【玉川病院】
発表名

部門

講演会名

CKD重症化予防について

第3回玉川医師会学術講演会

わが国のPDの現状と課題

第2回PD地域連携セミナーin世田谷

チーム医療・病診連携でCKD重症化を予防する！！

Diabetes Update in 世田谷―糖尿病合併症の
発症・進展抑制を見据えた治療を考える―

地域で診る慢性腎臓病

腎疾患重症化予防を考える会 in 玉川

びまん性嚢胞性肺疾患の気胸に対する治療

第6回鹿児島呼吸器外科・気胸セミナー

気胸と嚢胞性肺疾患

秋田大学医学部講演

稀少部位子宮内膜症―胸腔子宮内膜症の実際―

第23回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会

気胸を繰り返すLAMに対する胸腔鏡下 Total Pleural Covering
（TPC)手術の実際

第4回LAM研究会

難治性気胸の治療戦略

第4回KPUM Thoracic Surgery Evening Seminar

月経随伴性気胸とその外科的アプローチ(The current topics of
catamenial pneumothorax)

Pneumothorax Symposium 2020

The surgical treatment for catamenial pneumothorax

Pneumothorax Symposium 2020

続発性自然気胸（特にLAM、BHD、COPD)について

第12回はなみずき呼吸器セミナー

"Forgotton Joint"実現のために考えるべきこと

CORAL Learning Centre 2019

Corail AMT使用例に影響を及ぼす因子は？

CORAL Learning Centre 2019

透析センター

気胸研究センター

セッション8：インプラント設置を考える; 対談：術前計画を制す
る者は手術を制す？
2019 Hip Total Solution Symposium
－ カップ・ステムの設置位置の考え方
人工股関節全置換術における最近の成果と問題点-骨粗鬆症との関
旭化成社内研修会
連を含めて-

股関節センター

Accorade Ⅱにおける手技・tips・注意点

Great Expectations 2019

MIAのデザインコンセプト

SL-PLUS MIA Seminar 2019 in Tokyo

MIAの臨床成績

SL-PLUS MIA Seminar 2019 in Tokyo

THAの歴史と変遷・インプラントデザイン

Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2019

テンプレーティングコンセプト

Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2019

脱臼・骨盤前後傾・機能的脚長差

Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2019

アプローチ概論➀（OCM・DAA）

Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2019

側臥位Anterolateralアプローチ（OCM）

Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2019

患者満足度向上のためのインフォームドコンセントと評価

Zimmer Biomet Hip Expert Camp 2019

関節機能障害と治療

日本運動器看護師育成講座コースⅡ

The 41st annual meeting of the royal
Anatomical deformity of femur in developmental dysplasia of
college of orthopaedic surgeons of
the hip (DDH)
Thailand

Pilot study of the Navigation Hip Surgery

The 41st annual meeting of the royal
college of orthopaedic surgeons of
Thailand

人工股関節全置換術―その成果と問題点

京都工芸繊維大学 dCEP講演会

Clinical result and tip'n trick

Metha Cadaver Course

Sawbone workshop

Metha Cadaver Course

Metha stem 使用における問題点とPit fall

Metha Users Meeting

患者満足度から見た人工股関節置換術の問題点と医師から見た懸念
第14回Mie
点-骨粗鬆症、リハビリを含めて当科におけるShort stemの使用経験

Arthroplasty研究会

第9回HIT研究会
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講演・研究発表等目録

当科におけるMetha ステムの使用経験
股関節センター

リハビリテーション
センター

Metha Users Meeting

50歳以下の若年者に対する人工股関節全置換術の20年成績（獨協医
第50回日本人工関節学会
科大学埼玉医療センター／東京医科歯科大学 神野哲也）
回復期リハビリから見た心房細動、脳塞栓

心房作動と脳卒中・認知症を考える～健康寿命
の延伸と寝たきり防止～

高次脳機能障害の実際と理解

三井住友海上火災保険株式会社社員研修会

講演2「地域医療構想と地域包括ケアにおける回復期リハ病棟のあ 区西南部の地域包括ケアシステムと回復期リハ
り方」
ビリテーション病棟を考える会
脳卒中による高次脳機能障害-回復期リハビリテーションから社会
第12回目黒区高次脳機能障害者支援セミナー
復帰支援まで-

循環器内科

心房細動治療における最新の治療

第6回循環器医師のためのハートゼミナール

Early Warning Systemを活用した循環器疾患の早期対応

実地医家のための勉強会in世田谷

CPXの3本の矢～VE、VO2、VCO2

心臓リハビリテーションUp to date

内科的治療に難渋した収縮性心膜炎の１例

玉川医師会学術講演会

カテーテルによる左心耳閉鎖術

第６回世田谷区医師会医療連携定期学術講演会

高出血リスク患者に対する抗血小板療法とそれに伴う消化器障害対
第10回玉川メタボリック研究会学術講演会
策

呼吸器内科

動脈硬化と心臓病～症状なく進行する怖い病気～

ベネッセ地域医療セミナー

高齢者の動脈管開存症例に対するカテーテル閉鎖術

第15回玉川医師会学術講演会

指定難病としての特発性間質性肺炎

玉川医師会学術講演会

肺がん検診を受けましょう！
～特定健診に追加申し込みください～

第６回区民公開講座 がん検診があなたを救う
～がんの診断と治療～

喘鳴様症状を呈する軌道狭窄症例について

第10回玉川医師会学術講演会

潰瘍性大腸炎と妊娠、出産

持田製薬社内研修会

慢性便秘の診療～慢性便秘症診療ガイドラインを踏まえて～

第６回世田谷区医師会医療連携定期学術講演会

消化器内科
日本における乳癌診療の最新情報～乳癌検診と乳房再建手術を中心
佛山市中西医結合学会
に～

消化器・一般外科

当院における遺伝カウンセリングの実際

大鵬薬品工業株式会社社内研修会

がん免疫療法

日本化薬

良好な術後乳房形態を目指した温存手術－その適応とは？

第7回日本オンコプラスティックサージャリー
学会

東京医薬支店社内研修会

国内第一例目となったBIA-ALCL症例の報告と症例から学んだ今後の
埼玉県乳房再建セミナー
課題について
国内第一例目となったBIA-ALCL症例の報告と症例から学んだ問題点
第22回BREAST
について
膠原病リウマチ科
皮膚科

IMAGING-Setagaya

リウマチ性多発筋痛症の診断と治療

第9回玉川地区医療連携フォーラム

いくつかの興味ある皮膚科症候群
〜皮膚と肺病変の合併を中心として〜

第14回玉川医師会学術講演会

玉川病院におけるCKD（保存期から透析期）患者への薬剤師の関わ
CKD外来の薬剤師業務に関する社内勉強会
り
薬剤科

薬剤科

臨床工学科

明日から実践できる経口抗がん剤の服薬指導のポイント

TAIHO Web Lecture in 世田谷

CKD患者の服薬指導のポイント～玉川病院の実状をふまえて～

Chronic Kidney Disease Symposium

THA術後感染における抗菌薬治療が難航した症例

大橋・玉川薬剤師カンファレンス

当院における腹膜透析業務への臨床工学技士の取り組み

第46回日本血液浄化技術学会大会・総会

酸素療法とHigh Flow

第2回臨床工学技士入門セミナー

水質管理業務の基礎（水処理装置、生菌測定など）

第3回東京都臨床工学士入門セミナー

グラフィックモニタの基礎

第18回人工呼吸器セミナー
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放射線科・技

リハビリ科・技

放射線科のQ＆A

玉川病院第３０回市民公開講座

臨床実習オリエンテーション

学校法人後藤学園
ン

臨床実習オリエンテーショ

職員が働きやすい環境づくり～メンタルヘルスチェックに着目した
令和元年度リハビリ専門委員会報告会
チーム制の導入～

【玉川クリニック】
部門

発表名

講演会名

フレイルに対する漢方治療のエビデンス構築について

第70回日本東洋医学会学術総会

認知症養生訓

第76回日本東洋医学会関東甲信越支部学術総会

生活習慣の予防、早期診断治療と定期健康診断に対する受診者の意
第44回高島屋健康セミナー
識
－アンケート調査結果をもとに－

【佐倉厚生園病院】
部門

発表名

講演会名

人事異動におけるメンタルヘルスケア
禁煙週間

～定期健康診断について～

生活習慣病対策について
診療部

熱中症予防について

佐倉警察署産業医衛生委員会

インフルエンザ予防
受動喫煙防止について
喫煙場所の廃止について
ワークライフバランス ～食中毒の予防について～
組織における役割
死後のケア

看護部

～心構えの理解と適切な行動～

高齢者の理解

千葉県看護協会認知症看護研修

介護技術の基本

千葉県看護協会印旛地区部会公開勉強会

患者の生活介護・口腔ケア

千葉県民間病院協会看護補助者研修会

プラチナナースとしての活動の実際

リハビリテーション室

千葉県看護協会新人看護職員研修

～物品管理と経済効果～

～臨床の現場から～

千葉県看護協会プラチナナース研修会

多職種連携による入退院支援

千葉県看護協会訪問看護師養成講習会

それぞれの病院の院内における入退院支援の実際

千葉県民間病院協会看護管理者会

訪問リハビリテーションにおけるフォロー体制の導入
～年5日の有給休暇取得に向けて～

日本リハビリテーション病院・施設協会
合同研究大会2019

今日から始める快眠習慣 ～認知症予防のカギ～
ホワイエ

ホワイエ

認知症予防と運動

ぼけてたまるか！むせてたまるか！

認知症予防と快眠

眠くならない、眠れるレクチャー

認知症予防と運動

体感、体幹リラクゼーション

佐倉地域包括支援センター としとらん塾

いつまでも口から食べ続けるために

社会福祉法人佐倉厚生会第1回介護教室

高齢者の嚥下について

千葉市保健所 高齢者栄養管理研修会

達成感を得ると脳は衰えない、今すぐ始めよう認知症予防

佐倉市中央公民館 健康増進教室
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【診療所】
部門

健康管理部

発表名

講演会名

メタボリックシンドロームの予防と対策

テプコカスタマーサービス

熱中症について

東電タウンプランニング

熱中症対策について

川崎近海汽船

健康診断の有所見率について

東電タウンプランニング

2019年度春の健康診断の結果から

昭和電工ガスプロダクツ川崎工場

生活習慣病の予防と対策

共栄火災

受動喫煙防止対策

ＮＯＦメタルコーティングス

ストレスチェックについて

三井石油開発

長時間労働による健康障害

メフォス

ストレスセルフケア

昭和電工ガスプロダクツ

職場における健康管理

テプコカスタマーサービス

インフルエンザについて

川崎近海汽船

生活習慣病と特定保健指導

共栄火災健康保険組合

職場のメンタルヘルスケア

イイノビルテック

職場におけるメンタルヘルス対策とストレスチェック制度

テプコソリューションアドバンス

2019年度春の健康診断の結果から

昭和電工ガスプロダクツ四日市工場

冬季の健康管理について

川崎近海汽船

睡眠と健康

テプコソリューションアドバンス

職場の喫煙対策

川崎近海汽船

高尿酸血症

テプコソリューションアドバンス

COVID-19の対応について

東邦物産

新型コロナウィルス感染症について

三井物産都市開発
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健康セミナー
健康講演会

健康セミナー

健康セミナー
健康講演会
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健康セミナー
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健康講演会
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健康セミナー
健康セミナー

健康セミナー
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２．発表
【玉川病院】
部門

発表名

学会名

慢性腎臓病における貧血と心疾患
透析センター

第64回日本透析医学会学術集会総会

非虚血性，非弁膜症性心筋症の一例の文献的考察
チーム医療によるCKD重症化予防

RENAL

（前施設）対側肺を診れば術後再発が予測できる
発性自然気胸における術後再発因子の検討

JOINT

MEETING

－25歳未満の原

気胸を発症したBirt-Hogg-Dube症候群（BHDS）患者における腎病変
の臨床的検討
ＢＨＤ症候群患者における皮膚病変の臨床的検討

第36回日本呼吸器外科学会学術集会

当科で行っている胸腔造影検査について
若年者自然気胸における喫煙に関連するCT所見について
Total Pleural Covering (TPC) for diffuse cystic lung
diseases with intractably recurrent pneumothorax

27th ESTS MEETING (DUBLIN,IRELAND)

女性の原発性自然気胸100例の検討

第6回気胸・のう胞性肺疾患フォーラム

気胸専門施設で診断された女性原発性自然気胸の臨床的特徴
月経随伴性気胸患者における骨盤内子宮内膜症の特徴
胸腔子宮内膜症性気胸の臓側胸膜病変について

第23回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会

月経随伴性気胸術後再発に対する全胸膜カバーリング術（Total
Pleural Covering：TPC）の有効性
月経随伴性気胸患者における胸腔内子宮内膜症と骨盤内子宮内膜症
の検討（月経随伴性気胸患者における病態解析）
当科で行っている胸腔子宮内膜症性気胸に対する手術
気胸研究センター

第72回日本胸部外科学会定期学術集会

月経随伴性気胸（胸腔内子宮内膜多発例および術後再発例）に対す
る全胸膜カバリング術
（Total Pleural Covering：TPC）の有効性
難治性気漏患者に対するIVR治療
Sealing Methodの臨床的検討）

（Thoracographic Fibrin Glue
第81回日本臨床外科学会総会

原発性自然気胸における保存的治療の位置づけ
女性自然気胸に対する治療の検討

第32回日本内視鏡外科学会総会

胸部子宮内膜症ガイドラインと治療法
難治性月経随伴性気胸に対する全胸膜カバリング術（total
pleural covering:TPC）
胸腔子宮内膜症は骨盤内子宮内膜症を反映しているのか？

第41回日本エンドメトリオーシス学会学術講演
会

胸腔子宮内膜症性気胸における横隔膜病理組織学的所見の臨床的意
義
胸腔子宮内膜症性気胸の臓側胸膜病変の病理所見と正診率について
月経随伴性気胸の肺病変、胸壁病変の局在に関する検討

第１９回千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病
態外科学教室例会

青年期原発性自然気胸初回手術における Dual Covering 術の有効
性
第７回気胸嚢胞性肺疾患フォーラム
月経随伴性気胸の肺病変、胸壁病変の局在に関する検討
亜脱臼性二次性股関節症と一次性股関節症における大腿骨近位部形
態の解剖学的相違
Augmented reality を用いた側臥位簡易 navigation system“ARHIP”
股関節センター

Modular 型ステム（S-ROM）の減増捻による内外旋可動域変化
人工股関節置換術における関節周囲多剤カクテル注射の有用性
人工股関節大腿骨ステム周囲骨折後の移動能力回復
Locking compression plate distal femur による大腿骨ステム周
囲骨折に対する治療成績
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Mid-Term Results Of Hydroxyapatite-Coated Acetabular Cup In
Hip Dyaplasia
Characteristics Of Secondary Osteoarthritis Caused By
Developmental Dysplasia (DDH-OA)
Anaiysis of Cementless Hip Stem Anteversion in Total Hip
Arthroplasty: A comparison between Fully hydroxyapatitecoated stem and Tapered Wedge stem

20th EFFORT Congress (Lisbon,Portugal)

AEJO 15th CONGRESS(Lyon France)

adverse reactions to metal debris（ARMD）に対する 再置換術後
に感染を生じた 2 例
第68回東日本整形災害外科学会
大腿骨ステム周囲骨折の特徴と治療成績
人工股関節置換術におけるcementless stemの挿入される前捻：
Corail stemとTaperloc complete microの比較検討節
Metha Stemは骨頭中心を再現しているか？
Augmented Realityを用いた側臥位簡易Navigation System “ARHIP”
Taperloc Microplastyの中期成績
当院における人工股関節置換術後感染に対する洗浄デブリードメン
第46回日本股関節学会学術集会
ト術のみの手術成績
人工骨頭挿入術後6ヵ月から2年における変化
股関節センター

不安定型大腿骨転子部骨折手術の術後整復位と短期治療成績に関す
る検討
テーパーウエッジ型ステムAccolade II使用THAにおけるの骨反応に
関与する因子の検討
大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術後のステム周囲骨折に対す
る治療成績
Success rate of debridement, antibiotics and implant
retention (DAIR) in our hospital.

東京医科歯科大学整形外科集談会

Taperloc スタンダードステムと Microplasty の中期成績
HA コーティングセメントレスカップを使用した primary THA にお
ける中期での寛骨臼 remodeling
M2A カップ（Biomet）使用 Metal on Metal セメントレス THA の
中期成績
当院における CORAIL Hip System を用いた THA におけるレントゲ
ン術前計画の検討
加齢を加味した骨リモデリング則を用いた THA 術後 stem 周囲の
骨変化予測

第50回日本人工関節学会

Preserveα を使用した大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術後
の短期成績 術後 1年での SL-PLUS MIA HA との比較
当院での人工股関節再置換術における Corail stem の使用経験
Methaステムを用いた人工股関節全置換術の短期成績（横浜市立大
学付属市民総合医療センター 整形外科 雪澤洋平)
鼠径部ヘルニアの術前診断の有用性 －ヘルニオグラフィーからCT
検査へ－
TAPP術後難治性漿液腫の経過観察中に再発を起こした1例
ヘルニアセンター

第17回日本ヘルニア学会学術集会

前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに対するTAPP法の検討
Nuck管水腫の臨床病理学的特徴と鼠径部子宮内膜症

循環器内科

嵌頓鼠径部ヘルニアの治療戦略

第81回日本臨床外科学会総会

鼠径ヘルニアにおけるImaging toolとしてのヘルニオグラフィー
（HG）の意義

第82回日本臨床外科学会総会

当院における心不全教育入院の試み

第225回日本循環器学会関東甲信越地方会

慢性間質性肺疾患における6分間歩行試験（6MWT）中の酸素飽和度
の低下に関して
呼吸器内科

消化器内科

自然崩壊型腫瘍崩壊型症候群を合併した小細胞肺癌びまん性肝転移
の1剖検例

第59回日本呼吸器学会学術講演会

COPD患者の6分間歩行試験について

第12回はなみずき呼吸器セミナー

出血性上部消化性潰瘍と抗血栓薬

世田谷・川崎消化器疾患フォーラム

当院における上部消化管潰瘍症例の検討～抗血栓薬と合併症を中心
JDDW2019
に
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消化器内科
腎臓内科

H.pylori除菌後胃癌の内視鏡的特徴

第3回玉川医学会

外来における保存期CKDチーム医療の有用性

第13回日本CKDチーム医療研究会

抗中性糖脂質抗体陽性Encephalomyeloradiculoneuropathyの82歳女
第229回日本神経学会関東・甲信越地方会
性例
抗Yo抗体陽性小脳失調症の84歳男性例
脳神経内科

第230回日本神経学会関東・甲信越地方会

抗中性糖脂質抗体陽性Encephalomyeloradiculoneuropathy4症例の
第31回日本神経免疫学会学術集会
検討
物忘れ外来初診時におけるABCスケールの活用

第38回日本認知症学会学術集会

脳静脈洞血栓症を発症した先天性プロテインC欠乏症の32歳男性例 第231回日本神経学会関東・甲信越地方会
（前施設）外科的切除を必要としたH.Pylori除菌治療後胃癌症例の
第97回日本消化器内視鏡学会総会
特徴
（前施設）5回の手術治療を含む集学的治療を行い、長期生存が得
第41回日本癌局所療法研究会
られた進行直腸癌の１例
消化器・一般外科

乳癌一次再建症例における切除乳腺の臨床・組織学的検討

第27回日本乳癌学会学術総会

再建を前提とした乳房切除は従来のものとは異なる－上極部皮下脂 第7回日本オンコプラスティックサージャリー
肪と乳房下溝は残すべき
学会
S状結腸憩室膀胱穿孔と膀胱壊死を合併した86歳
呼吸器外科

S状結腸癌の１例 第81回日本臨床外科学会総会

（前施設）高齢者肺癌における術前栄養関連指標GNRIと術後予後と
第36回日本呼吸器外科学会学術集会
の関連
高校ラグビー選手による外傷性大腿部血腫後における復帰時期の検
討
第11回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
(前施設)当院における大腿四頭筋腱断裂に対する治療成績

整形外科

Inter TAN を用いた不安定型大腿骨転子部骨折手術による短期治療
成績の検討
第68回東日本整形災害外科学会

当院における骨粗鬆症リスク因子の検討
当院における骨粗鬆症治療の取り組み
人工膝関節内側単顆置換術後早期に脛骨内顆前方骨折を生じた 1
例
メロキシカムによる多発性固定薬疹の1例

第50回日本人工関節学会
第885回日本皮膚科学会東京支部合同地方会

全身に多発した潰瘍型壊疽性膿皮症の1例
皮膚科

TSCの皮膚病変に対するラパリムスゲルの有効性

第6回気胸・のう胞性肺疾患フォーラム

エトレチナート（ET）とメトトレキサート（MTX）の併用にて治療 第83回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術
した汎発型膿疱性乾癬の1例
大会
グルコースセンサーFreeStyle リブレ接着部テープによる接触皮膚 第49回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大
炎3例
会
眼科

病理科

Case Report of VPT

Capital Retina Club 4th Meeting

脂肪腫と異型脂肪腫様腫瘍／高分化型脂肪肉腫（ALT/WDL）の組
織、染色体、テロメア長と染色体の不安定性

第108回日本病理学会総会

尿中プロスタグランディンE 主要代謝産物の潰瘍性大腸炎におけ
第66回日本臨床検査医学会学術集会
る活動性マーカーとしての有用性の検討
気胸研究センターにおけるLAM患者50例の検討

第6回気胸・のう胞性肺疾患フォーラム

早期胃癌に合併したIV型食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術
第854回外科集談会
を行った一例

研修医

無疱疹性帯状疱疹ウイルス性脊髄炎の女性例

第654回日本内科学会関東地方会

左気胸を契機に診断されたCongenital pulmonary airway
malformation(CPAM)の1例

第181回日本胸部外科学会関東甲信越地方会

当センターにおける LAM 患者の検討

薬剤科
臨床工学科

齲歯を感染源とする脾膿瘍の一例

第885回外科集談会

心室性頻拍を来した筋強直性ジストロフィーの１例

日本内科学会第657回関東地方会

緑内症患者への禁忌薬使用回避に向けた安全管理体制の構築

第29回日本医療薬学会年会

当院臨床工学技士によるスコピスト業務開始に伴う経験の報告

第29回日本臨床工学会

腹膜透析業務への臨床工学技士の取り組み～業務開始から9年の歩
第64回日本透析医学会学術集会・総会
み～
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当院における臨床工学技士の心 ･ 血管カテーテル業務への関わり
臨床工学科

臨床工学科

臨床検査科

臨床工学技士による内視鏡外科手術時のスコピスト業務開始に伴う
経験

第21回日本医療マネジメント学会学術総会

当院臨床工学技士における胸腔鏡下手術との関わり

第69回日本病院学会

当院RST委員会介入による新規マスク導入の報告

第10回関東臨床医工学会

臨床工学技士の腹膜透析業務～9年間の経験～

第25回日本腹膜透析医学会学術集会

喀痰より分離されたCunninghamella bertholletiae〈/Ⅰ〉の1例

首都圏支部・関甲信支部医学検査学会

JRAT での災害支援を経験して

第16回東京都作業療法学会

災害対策本部からの支援を経験し、リハビリテーション職種として
第53回日本作業療法学会
感じたこと
半側空間無視症例に対する左方向への探索課題を中心とした理学療
第38回関東甲信越ブロック理学療法学会
法効果について
リハビリ科

歩数を多くしたことによるＴＨＡ術後の身体機能への影響
人工股関節全置換術患者の杖自立日に影響する因子の検討
―術前片脚立位姿勢を用いた予測―

看護部

第46回日本股関節学会学術集会

病棟における経口摂取開始時の嚥下スクリーニング

リハビリテーション合同研究大会

理学療法管理部門第一回研修会
アウトソーシング型研修のみ

第2回理学療法管理部門研究会

アンケート調査報告―管理研修は

術前オリエンテーションDVDを作成し、その効果を検証する

第46回日本股関節学会学術集会

高齢者が血液透析をうけて生活することへの思い

第39回日本看護科学学会学術集会

高齢PD患者における退院支援と地域連携の課題

第25回日本腹膜透析医学会学術集会

金沢2019

病棟別ストレスチェック集団分析結果からみた健康リスク値と労働
第57回日本医療・病院管理学会学術総会
生産性（パフォーマンス）の関係
JMIP取得後の外国人対応の取り組み

第4回国際臨床医学会学術集会

急性期病院における転倒・転落患者の発生傾向と実態調査

第53回東京都看護協会看護研究学会

【佐倉厚生園病院】
部門
診療部

発表名

講演会名

ⅮＭ４．０

日本糖尿病学会第62回年次学術集会

脱毛で発症し高中性脂肪症を併発した甲状腺機能亢症

日本甲状腺学会第62回学術集会

嚥下機能向上のための病棟での取り組み
看護部

手指衛生に対する意識調査と実施

第27回日本慢性期医療学会

病棟の感染予防に対する意識調査と現状の把握
～感染予防の向上を混ざす～
事務部
医療技術部
ホワイエ

急性期～回復期～生活期
千葉県共用脳卒中地域連携パスを利用して発症から
生活期に戻った一症例の紹介

第11回千葉県脳卒中等連携の会

回復期から在宅へのソフトランディングに向けて

第11回千葉県脳卒中等連携の会

在宅復帰を現実に！
～多職種連携し、家族の不安を解消するために～

第30回全国老人保健施設記念大会

MSW部会
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部会

見守り支援システムを活用したケア力の向上

【診療所】
部門

発表名

講演会名

Nuck管水腫の臨床病理学的特徴と鼠径部子宮内膜症
健康管理部

第17回日本ヘルニア学会学術集会

鼠径部ヘルニアの術前診断の有用性
～ヘルニオグラフィーからCT検査へ～
鼠経ヘルニアにおけるImaging toolとしての
ヘルニオグラフィーの意義

第81回日本臨床外科学会総会
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３．誌上発表・メディア
【玉川病院】
雑誌・書籍・新聞
診療部
ヘルニアセンター
リハビリテーション
センター

気胸研究センター

発表名

腹腔鏡下修復術を行った誤飲義歯を嵌頓小腸内に認めた鼠径 日本臨床外科学会雑誌
ヘルニアの1例
132

胸腔子宮内膜症ガイドラインの実際

日本エンドメトリオーシス学会雑誌
2019:40;53-57

月経随伴性気胸の特徴と診療の実際

新薬と臨牀

気胸とは

中学保健ニュース ２０２０年３月８日発
行第１７７８号 少年写真新聞社

Birt-Hogg-Dube症候群の最新知見

呼吸器内科,37(2):147-153 2020

Detection of total hip prostheses at airport security
checkpoints

Journal of Orthopaedic Science
April 2019

消化器・
一般外科

今月のテーマ

68（12）35-39

8

変形性股関節症 ミセス No.775, 220-221, 2019

日本人の発育性寛骨臼形成不全(DDH)症例の人工股関節全置換
MAKO book, 2019
術(THA)におけるインプラント設置の課題
膝と股関節

整形外科・
股関節センター

第80巻10号 127-

非侵襲的脳刺激アプローチ－経頭蓋磁気刺激（rTMS）・経頭 夢幻の空間 半側空間無視の評価と治療の
蓋直流電気刺激（tDCS）
考え方 2019年9月発行

ようこそ「ミセス外来」へ
股関節センター

書籍名

名医がすすめる本当の名医全国32人

女性セブン 43号

ロボットシステムが医師の”失敗”も制御する

週刊ダイヤモンド
2019.11.16

誤解だらけの大腸がん

毎日が発見
51

常識・非常識

161-165、12月12日号
44：60-61、

2019年7月号

胃がん術後患者への栄養食事指導（ダンピングなどの諸症状 ナースが知っておく
への対応）
け”ガイド P78-81

No.186

P.46-

がん治療“これだ
2019年7月5日

Breast implant-associated anaplastic large-cell
lymphoma:first case detected in a Japanese breast
cancer patient

Breast Cancer (DOI:10.1007/s12282-02001064-5) 10 February 2020

膠原病リウマチ科

Erosive polyarthritis caused by sepsis due to a novel
species of Streptobacillus notomytis

Modern Rheumatology Case Reports,
DOI:10.1080/24725625.2019.1655246

病理科

潰瘍性大腸炎のモニタリングに適した迅速尿検査：PGE-MUM

医学と薬学
月

当院における腹膜透析業務への臨床工学士の取り組み

日本血液浄化技術学会雑誌27(2):210211,2019

術前オリエンテーションDVDを作成しその効果を検証する

HipJoint(発行日2020年3月15日)

臨床工学科
看護部・北棟

別刷

第77巻３号

2020年3

論文
診療部
透析センター

発表名

書籍名

Resistance to Erythropoiesis-Stimulating Agents in PreBlood Purif 2019;47(suppl 2):1-7 April
Dialysis and Post-Dialysis Mortality in Japanese
3 2019
Incident Hemodialysis Patients

ヘルニアセンター 嵌頓鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下治療

リハビリテーション
センター

臨床外科

72（12）：1354～1360、2019

Low-dose perampanel improves refractory cortical
myoclonus by the dispersed and suppressed paroxysmal
depolarization shifts in the sensorimotor cortex

Clinical Neurophysiology Vol 130,
Issue 10, October 2019, Pages 18041812

A National Survey of Umbilical Endometriosis in Japan

J Minim Invasive Gynecol 2019 (19)
301553-301554,2019

気胸研究センター Optimal margin distance of bullectomy for primary
spontaneous pneumothorax reduces postoperative
recurrence
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Journal of Thoracic Disease
2019,11(12):5115-5123

講演・研究発表等目録

Contralateral bulla neogenesis associated with
postoperative recurrences of primary spontaneous
気胸研究センター pneumothorax in young patients

Journal of Thoracic Disease
2019,11(12):5124-5129

The clinical characteristics and surgical results of
smoking-related young pneumothorax

General Thoracic and Cardiovascular
Surgery(2019) 67:1070-1074

Modular型ステム(S-ROM)の減増捻による内外旋可動域変化

hip joint vol. 45：202-206, 2019

人工股関節全置換術における関節周囲多剤カクテル注射の有
hip joint vol. 45：663-665, 2019
用性
股関節症状の主訴のない骨盤における寛骨臼形態

hip joint vol. 45：794-800, 2019

アロマオイル配合のボディーバームを使用した術後疼痛緩和
hip joint vol. 45：S64 -67, 2019
の効果
人工股関節全置換術における歩行補助具の違いが身体機能に
hip joint vol. 45：S241-244, 2019
与える影響
両側人工股関節全置換術患者の術前・術後指導は破局的思考
hip joint vol. 45：S245-247, 2019
を軽減させ早期杖歩行自立に影響を与えるか
Locking Compression Plate Distal Femurによる大腿骨ステ
hip joint vol. 45：769-772, 2019
ム周囲骨折に対する治療成績
Midterm Outcomes and Frequency of Osteolysis of Total
Hip Arthroplasty Using Cementless Modular Stem for
Asian Patients

股関節センター

The Journal of Arthroplasty, 2019 in
press

Does Augmented Reality-based Portable Navigation System
Clinical Orthopaedics and Related
Improve the Accuracy of Acetabular Component
Research, 2019 Dec 6.
Orientation During THA?
Adverse reactions to metal debris(ARMD)に対する再置換術 日本人工関節学会誌 第49巻 915-917,
後感染を生じた1例
2019
Metha Short Hip Stemの短期成績

日本人工関節学会誌 第49巻 225-227,
2019

テーパーウェッジ型ステム AccoradeⅡの中期成績

日本人工関節学会誌 第49巻 305-307,
2019

人工股関節置換術における関節周囲多剤カクテル注射の薬剤 日本人工関節学会誌 第49巻 475-477,
は減らせるか
2019
大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術とdual mobility cup 日本人工関節学会誌 第49巻 665-667,
を用いた人工股関節全置換術の無作為比較試験
2019
Preserveαを使用した大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換 日本人工関節学会誌 第49巻 671-673,
術の短期成績SL-MIAとの比較
2019
当院における側臥位前側方アプローチによる人工股関節置換 日本人工関節学会誌 第49巻 683-685,
術の習熟曲線
2019
Bone morphology of the proximal femoral canal:
ethnicity related differences and the influence on
cementless tapered wedge stem designs.

Hip Int. 2019

脳神経内科

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome and
Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome after
Rapid Blood Transfusion

Internal Medicine 2019 Apr 17. doi:
10.2169/internalmedicine.1768-18.

脳神経内科

Case of herpes zoster with herpetic folliculitis
complicated with meningitis:Immunohistochemistry

The Journal of Dermatology
doi:10.1111/1346-8138.14851

Epub ahead of print

消化器・
一般外科

高齢者大腸癌患者に対する腹腔鏡手術と開腹手術における術
日本大腸肛門病会誌
後短期成績の比較検討

整形外科

ラグビーでの鈍的外傷による血管損傷に対し血管塞栓術を施 JOSKAS (1884-8842)44巻2号 Page564行した1例
565(2019.04)原著論文
細胞

2020年73巻1号p.1-7

病理科

ビタミンA貯蔵細胞系と臓器線維症

薬剤科

AKI in patients with hematological malignancies treated Clinical Nephrology, vol.92-No.2/2019
with various vancomycin-antibiotic combinations
108-110
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