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１．講演

【玉川病院】

部門 発表名 講演会名

CKDにおけるチーム医療について
腎臓病療養指導士認定のための講習会（期間中
オンライン配信）

シンポジウム10　腹膜透析導入病院におけるAssisted PD普及への
取り組み

第26回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

ワークショップ2　臨床工学技士とともに歩むPD業務
－当院の現状と課題－

第26回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

一般講演　　透析患者のカルチニン血中濃度を測ってみました JYONAN Online Conference

Session1　チーム医療で腎症重症化を予防する CKDセミナー

腎臓病重症化予防の方策
　　～チーム医療と病診連携の重要性～

糖尿病性腎臓病重症化予防講習会～これだけは
おさえておきたいポイント～

気胸研究センター ランチョンセミナー１　「気胸　最新の話題」（仮題） 第24回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会L/S

MAKO robotic surgery その実際とpit fall 第1回MAKO Web セミナー

Mako Total Hipを用いた術前計画、手術手技、注意すべき症例につ
いて

第93回日本整形外科学会学術総会-オンライン
学術総会-ランチョンセミナー37事前会議

Session1　3D 術前計画から、その実行、その先へ
Great Expectations　2020　Online　-Live
Seminar- Step into the future with Stryker
～人工関節、未来の創造～

Session4　Mako total Hip ビデオプレゼンテーション
Great Expectations　2020　Online　-Live
Seminar- Step into the future with Stryker
～人工関節、未来の創造～

ロボティックアーム手術支援システム"MAKO"を使用したTHA、TKAの
経験Makoシステムの特徴

第14回日本CAOS研究会

パネルディスカッション1　筋非切離前外側進入法（OCM）を用いた
人工股関節銭菅術の中期成績と問題点

第47回日本股関節学会学術集会

スポンサードシンポジウム 4　②　未来志向ワークショップ：ロ
ボット支援 THA/TKA を体感しよう　-Makoシステム-

第48回日本関節病学会

Meet the Expert -Corail Collared AP Corail Expert Summit Part1

パネルディスカッション2　　OCM（Orthopadische Chirurgie
Munchen)アプローチ

第61回関東整形災害外科学会

リハビリテーション
センター

COVID-19と高次脳機能障害
高次脳機能障害者支援普及事業「専門的リハビ
リテーションの充実」症例検討・講演会

心不全計画入院について JYONAN Online Conference

講演Ⅱ　アルコール性心筋症 2020年度第5回玉川医師会学術講演会

心不全治療にSGLT2阻害剤をどう使うか?（パネリスト） Diabetes & Cardiology Online Symposium

消化器内科
『出血性上部消化性潰瘍～抗血栓薬との関連と酸分泌抑制薬の役
割』

Nexium Web Seminar in Setagaya

ここでしか聞けないマニアな話・乳房領域「ブレストインプラント
の現状」「ブレストインプラント関連未分化大細胞型リンパ腫
（BIA-ALCL）について」

第138回医用超音波講義講習会

日産厚生会玉川病院におけるがん治療の実際
二子玉川あんしんすこやかセンター区民講座
地域でのがん医療と緩和ケア

皮膚科
当院におけるホスラブコンゾール使用経験
　　〜高齢者、透析患者、腎障害患者への使用結果〜

城南地区ネイリン2周年記念WEB講演会

病理診断科 小児腫瘍の臨床と病理 浜松医科大学腫瘍病理学講座

透析センター

股関節センター

循環器内科

消化器・一般外科
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薬剤師からみた大腸癌化学療法におけるロンサーフの有用性と安全
性について

大鵬薬品工業㈱社内研修（オンライン配信研修
の講師として）

Withコロナ時代を考える Pharmacist Network Meeting in 区西南部

第1部『医薬品安全使用に向けた取り組み
　　　　　～販売名類似の注意喚起通知から～』
第2部『薬薬連携における基幹病院としての現状』

第1回　たまがわ薬薬連携の会

（報酬有のディスカッサントとして参加）テーマ：こんな処方が来
たら疑義照会する？しない？

CKDシンポジウム2020～医師・薬剤師の良好な
連携への二歩目～

「コロナ禍において困っていること、できることはなにか？」 薬薬連絡会

人工呼吸器および呼吸モニタのトラブル事例と対策 令和2年度医療機器安全基礎講習会

臨床工学技士の3年を振り返って 群馬パース大学　就職対策講座

働くことの意義 足立区立谷中中学校「職業人講和」

臨床工学技士の変遷　～これから技士になる皆さんへ～ 東京工科大学特別講演会

呼吸リハビリテーション 東京都看護協会　訪問看護師育成基礎コース

理学療法管理のTKP 第3回日本理学療法管理研究会

感染力はないがPCR陽性のため退院が困難であった高次脳機能障害
ケース

区西南部高次脳機能障害者支援センター講演
会・症例検討会

隣接領域（作業療法）
東都リハビリテーション学院理学療法学科3年
講義

自立支援に向けたリハサービスの役割とその使い方
区西南部地域リハビリテーション支援センター
主催研修会

新型コロナウイルス感染症の対応 東京都理学療法士協会　区中央ブロック研修会

臨床実習における症例の見方 東京衛生学園専門学校　3年生講義

高次脳機能障害の方への接し方のポイント 区西南部高次脳機能障害者支援センター講演会

令和2年度診療報酬改定の影響調査報告
東京都理学療法士協会渉外局医療報酬部オンラ
イン講習会

臨床実習における評価、問題点抽出の行い方 東京工科大学　理学療法学科　3年生講義

看護部 新入職者を受け入れる中小規模病院の準備と工夫
看護職を元気にする‼ウィズコロナ時代の新人
にエール～教育現場と臨床をつなぐ～

【佐倉厚生園病院】

部門 発表名 講演会名

コロナと熱中症

過重労働がもたらす病気

患者の生活介護・口腔ケア 千葉県民間病院協会看護管理者会

看護倫理 千葉県看護協会新人看護職員研修会

臨床工学科

薬剤科

リハビリテーション科

診療部 佐倉警察署産業医衛生委員会

看護部
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【診療所】

部門 発表名 講演会名

定期健康診断の結果フィードバック 川崎近海汽船　健康管理委員会

新型コロナウィルス感染症
　　　-企業における感染予防対策ガイドライン-

日産化学本社　衛生委員会

新型コロナウィルス対応ガイドライン
　　　-感染から身を守るために-

東邦物産　衛生委員会

新型コロナウィルス(Covid-19)感染症について 日産化学本社　健康会議

新型コロナウィルス感染症 ENEOSサンエナジー

新型コロナウィルス感染症 三井石油開発　安全衛生部会

職場における熱中症対策 ﾃﾌﾟｺｿﾘｭｰｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ東京業務センター

新型コロナウィルス感染症 ﾃﾌﾟｺｿﾘｭｰｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ本社　健康セミナー

新型コロナウィルス感染症　-オフィスにおける“３密”- 東邦物産　衛生委員会

職場における健康管理 共栄火災本社　健康セミナー

新型コロナウィルス感染症　-現在の状況- 川崎近海汽船　健康管理委員会

受動喫煙 ENEOSサンエナジー

ストレスチェック制度とメンタルヘルス対策 ﾃﾌﾟｺｿﾘｭｰｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ汐留業務センター

職場におけるメンタルヘルス対策 ﾃﾌﾟｺｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本社　健康セミナー

新型コロナウィルス感染症、健康診断の結果、水分補給 NOFメタルコーティングス

生活習慣病の予防と対策 共栄火災情報ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ　健康セミナー

Covid-19流行下の季節性インフルエンザについて 東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ　安全衛生管理委員会

冬に流行する感染症 ﾃﾌﾟｺｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ汐留業務センター

長時間労働による健康障害 ﾃﾌﾟｺｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ法人ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　

インフルエンザワクチン ENEOSサンエナジー

アルコール健康障害 三井物産マシンテック　健康講演会

新型コロナウィルス感染症の対応について メフォス　健康セミナー

脂質異常症と特定保健指導 共栄火災健康保険組合　健康講演会

新型コロナワクチンの有効性と副反応の考え方 三井物産都市開発　衛生委員会

新型コロナでクローズアップされた基礎疾患
　　　-健康診断受診勧奨-

日産化学本社　健康会議

新型コロナワクチン
　　　既にわかっていることとまだわからないこと

東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ　安全衛生管理委員会

新型コロナウィルスワクチン接種にあたって　10のＱ＆Ａ 東洋製罐ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　衛生委員会

健康管理部

3



別添資料

２．発表

【玉川病院】

部門 発表名 学会名

外来CKDチーム医療の腹膜透析療法に及ぼす影響 第26回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

外来CKDチーム医療の透析導入に及ぼす影響 第65回日本透析医学会学術集会・総会

多職種で取り組むCKD療養指導による重症化予防 第23回日本腎不全看護学会学術集会・総会

高齢PD患者における退院支援と地域連携の課題 第65回日本透析医学会学術集会・総会

透析センターにおける災害対策～患者の自助向上を目指して～ 第65回日本透析医学会学術集会・総会

当院透析センターにおけるフットケアフローチャートの有用性 第65回日本透析医学会学術集会・総会

女性原発性自然気胸106例における臨床的特徴の検討 第120回日本外科学会定期学術集会

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）の有効性

第120回日本外科学会定期学術集会

気胸を契機に発見されたBHD症候群の腎病変の検討 第37回日本呼吸器外科学会総会・学術集会

自然気胸に対する胸腔造影下治療の有用性 第37回日本呼吸器外科学会総会・学術集会

青年期（16-25歳）における原発性自然気胸初回手術に対するDual
Covering術の有効性

第37回日本呼吸器外科学会総会・学術集会

胸腔子宮内膜症性気胸の肺虚脱の程度と臓側胸膜病変について 第37回日本呼吸器外科学会総会・学術集会

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37回日本呼吸器外科学会総会・学術集会

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5回LAM研究会

リンパ脈管筋腫症の気胸に対する全胸膜カバリング術の予後調査-
気胸再発と呼吸機能 –

第5回LAM研究会

胸腔子宮内膜症性気胸における嚢胞性病変発生症例の臨床的特徴
第42回日本エンドメトリオーシス学会学術講演
会

Taperloc microplastyとTaperloc complete microplastyの骨反応
の違い

第47回日本股関節学会学術集会

大腿骨頸基部骨折に対する人工骨頭置換術の手術成績 第47回日本股関節学会学術集会

大腿骨転子部骨折患者における大腿骨皮質骨の厚みの検討 第47回日本股関節学会学術集会

発育性股関節形成不全における臼蓋の特徴 第47回日本股関節学会学術集会

Modified Watson-Jonesアプローチ使用セメントレスprimary THAに
おける周術期骨折率

第47回日本股関節学会学術集会

当科における導入初期のRobotic-arm assisted人工股関節全置換術
の手術経験―マニュアル手術との比較

第47回日本股関節学会学術集会

大腿骨頸部骨折に対するTHAと変形性股関節症に対するTHAの術後経
過の比較検討

第47回日本股関節学会学術集会

Corail stemのcollarの骨接触が臨床症状に及ぼす影響 第47回日本股関節学会学術集会

食道裂孔ヘルニアの発症に腰椎椎間板変性側弯の進行が関与した1
例

第18回日本ヘルニア学会学術集会

嵌頓鼠径部ヘルニアの治療戦略 第18回日本ヘルニア学会学術集会

鼠径ヘルニアとの関連疾患としての鼠径部脂肪腫の3例 第18回日本ヘルニア学会学術集会

当院の発熱外来、帰国者接触者外来におけるCOVID-19感染症患者の
臨床像

第21回日本病院総合診療医学会学術総会

当院におけるリバーロキサバン15mg内服患者のPT-INR値の検討 第21回日本病院総合診療医学会学術総会

消化器内科 便秘による胃内圧上昇が原因と考えられた胃壁内気腫症の一例 日本消化器病学会　関東支部第363回例会

再発した脳静脈洞血栓症に直接経口抗凝固薬を使用した先天性プロ
テインC欠乏症の一例

STROKE2020（第45回日本脳卒中学会学術集会

COVID-19患者への救急外来での感染制御及び患者背景の検討 第48回日本救急医学会総会・学術集会

抗Mi-2抗体と抗TIF1-γ抗体が共陽性であった皮膚筋炎の一例 第235回日本神経学会関東・甲信越地方会

胆管細胞癌に伴うTrousseau症候群の88歳女性例 第666回日本内科学会関東地方会

透析センター

気胸研究センター

股関節センター

ヘルニアセンター

循環器内科

脳神経内科
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本邦初乳癌術後BIA-ALCLの症例報告と症例から学んだ今後の課題 第63回日本形成外科学会総会・学術集会

腹部汚染手術におけるSSI対策として、抗菌縫合糸による皮下筋膜
連続縫合の有効性の検討

第82回日本臨床外科学会総会

前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに対するTAPP法の工夫 第82回日本臨床外科学会総会

腹腔鏡下に手術を施行したS状結腸憩室-メッシュプラグ穿通の1例 第82回日本臨床外科学会総会

腸回転異常症を伴う直腸癌に対して腹腔鏡下低位前方手術を施行し
た1例

第82回日本臨床外科学会総会

嚥下造影検査・経管栄養を契機に門脈気腫を認めた80歳男性の1例 第82回日本臨床外科学会総会

所属リンパ節転移を有していた胃粘膜内癌の1例 第82回日本臨床外科学会総会

整形外科
ロボティックアーム手術支援システムを使用した人工膝関節全置換
術の術後評価

第12回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

Adnexal polyp of neonatal skin の2例 第891回日本皮膚科学会合同地方会

皮膚病変にラパリムス®ゲルが奏功したLAM 合併結節性硬化症の一
例

第5回LAM研究会学術集会

劇症型G群溶連菌による壊死性筋膜炎 第84回日本皮膚科学会東京支部学術大会

皮膚病変にラパリムス®ゲルが奏功した結節性硬化症の1例 日本皮膚科学会第893回東京地方会

PVL陽性のMRSAによる再発性せつの１例 日本皮膚科学会第894回東京地方会

猫ひっかき病 日本皮膚科学会第895回東京支部地方会

リハビリテーション科 THA術後疼痛における関節周囲多剤カクテル注射の有用性について 第47回日本股関節学会学術集会

麻酔科
人工股関節全置換術術中のカクテル注射は全身麻酔からの覚醒時間
を短縮する可能性がある

第67 回日本麻酔科学会学術集会

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)における嗅覚障害と年齢につ
いての検討

第665回日本内科学会関東地方会

Nutcracker syndromeを合併した肺動脈血栓塞栓症の１例 第665回日本内科学会関東地方会

集学的治療が奏功した高齢者の重症IgA血管炎の１例 第665回日本内科学会関東地方会

遷延する低血糖および著明な肝機能障害を来した神経性食思不振症
の１例

第665回日本内科学会関東地方会

胸腔一腹腔シャント留置により胸水のコントロールを得られた高齢
者局所進行乳癌の一例

第858回外科集談会（日本臨床外科学会東京支
部会）

遠隔診療によるSGLT2阻害薬処方後に発症した正常血糖糖尿病性ケ
トアシドーシスの1例

第666回日本内科学会関東地方会

胆管細胞癌に伴うTrousseau症候群の88歳女性例 第666回日本内科学会関東地方会

人工膝関節全置換術の術後感染予防におけるセファゾリン1日投与
と2日投与の比較

第30回日本医療薬学会年会

初回人工股関節全置換術におけるセファリゾン24時間以内および48
時間以内予防投与の術後感染発生率の比較

日本病院薬剤師会関東ブロック第50回学術大会

慢性腎臓病症例におけるポリスチレンスルホン酸カルシウムドライ
シロップから経口液への剤形変更に伴う影響

第14回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会
2020

当院の慢性維持透析患者におけるPAD重症化予防の取り組み〜臨床
工学技士の関わり〜

第28回東京都臨床工学会

透析センターにおける災害対策～患者の自助向上を目指して～ 第65回日本透析医学会学術集会・総会

当院透析センターにおけるフットケアフローチャートの有用性 第65回日本透析医学会学術集会・総会

透析センターフットケアチームにおける臨床工学技士の関わり 第11回関東臨床工学会

玉川病院における災害対策とCOVID-19対策について 東京都区西南部地域災害透析セミナー

臨床検査科
Synaptophysin 陽性 Breast carcinoma with neuroendocrine
features 5例の細胞学的検討

第61回日本臨床細胞学会総会

THAステムの種類が術後リハに与える影響について 第47回日本股関節学会学術集会

片側及び両側同時人工股関節全置換術後の機能回復の検討 第47回日本股関節学会学術集会

歩行障害を呈した中脳被蓋内側梗塞例において、臨床所見と脳画像
所見からHonda歩行アシストを使用した介入

第18回日本神経理学療法学会学術大会

消化器・一般外科

皮膚科

研修医

薬剤科

臨床工学科

リハビリテーション科

5



別添資料

【佐倉厚生園病院】

部門 発表名 学会名

高齢者に対するグリセリンローションとオリーブ油を併用した保湿
ケア効果

夜間おむつ交換回数減少による睡眠の改善

「外来看護の質の向上への取り組み
　　～アンケート調査をもとに業務改善を図る～」

第22回日本医療マネジメント学会

【診療所】

部門 発表名 講演会名

Nuck管水腫と異所性子宮内膜症 第82回日本臨床外科学会総会

鼠径部ヘルニアの術前画像診断
　　-ヘルニオグラフィーでわかってきたこと-

第18回日本ヘルニア学会学術集会

第28回日本慢性期学会

健康管理部
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３．誌上発表・メディア

【玉川病院】

誌上発表

部門 発表名 書籍名

透析センター
Effect of multidisciplinary care of dialysis initiation for
outpatients with chronic kidney disease

International Urology and Nephrology
(2021)
(Accepted 19 January 2021)
https://link.springer.com/article/10.1007/
s11255-021-02787-w

当院における女性原発性自然気胸の調査
Does a gender have something to do with clinical pictures of
primary spontaneous pneumothorax?

General Thoracic and Cardiovascular
Surgery
（Accepted：9 May） https://doi
org/10.1007/s11748-020-01388-1

続発性気胸　肺病変に伴う続発性気胸　　Secondary pneumothorax
due to pulmonary diseases

日本気胸嚢胞性肺疾患学会雑誌　2020:20:11-
17

女性気胸 　Secondary Spontaneous Pneumothorax in Female
日本気胸嚢胞性肺疾患学会雑誌　2020:20：23-
30

気胸/嚢胞性肺疾患に対する緊急治療　　Emergency treatments
for pneumothorax and cystic lung diseases

臨床外科　75（7）：790～796,2020

気胸-pneumothorax- 各論Ⅲ胸膜疾患　P.584-585
新呼吸器専門医テキスト改訂第2版 Textbook
of Respiratory Diseases

Is conventional management of primary spontaneous
pneumothorax appropriate?

General Thoracic and Cardiovascular
Surgery
(https://doi.org/10.1007/s11748-020-01535-
8)　Accepted:20 October 2020

The effects of total pleural covering on pneumothorax
recurrence and pulmonary function in
lymphangioleiomyomatosis patients without history of
pleurodesis or thoracic surgeries for pneumothorax

Journal of Thoracic Disease
vol.13,No.1(January 2021)
(Accepted for publication Nov 04,2020.)
 https://dx.doi.org/10.21037/jtd-20-2286

人工股関節置換術　最新現場を追う 　最後の手段ではなくなっ
た”人工関節”

夕刊フジ 2020年6月23日

人工股関節置換術　最新現場を追う 　ロボティックアームで手術
支援の最新技術

夕刊フジ 2020年6月25日

人工股関節置換術　最新現場を追う 　ロボット支援システムが正
確さを補い医師、看護師の負担軽減

夕刊フジ 2020年6月26日

Taperloc Microplasty の中期成績
Hip Joint '20 Vol.46　P.263-267(2020年8月
25日発行)

テーパーウェッジ型ステム AccoladeⅡ使用THAの骨反応に関与する
因子の検討

Hip Joint '20 Vol.46　P.748-751(2020年8月
25日発行)

当科における人工関節周囲感染に対する洗浄デブリードメント術の
みの手術成績

Hip Joint '20 Vol.46  P.873-875(2020年8月
25日発行)

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
Hip Joint '20 Vol.46  S52-S53 (2020年8月25
日発行)

歩数を多くしたことによるTHA術後の身体機能への影響
Hip Joint '20 Vol.46  S122-S125(2020年8月
25日発行)

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－

Hip Joint '20 Vol.46  S339-S342(2020年8月
25日発行)

人工股関節全置換術（THA）

整形外科レジデントのための下肢のベーシック
手術
（日本医事新報社　2020年11月6日発行＜第1章
股関節　P.37-52＞）

リハビリテーション
センター

COVID-19に伴う急性期・感染後神経系合併症とその病態
日本病院総合診療医学会雑誌　2021年3月　第
17巻第2号（ISSN2185-8136）

Diabetic polyneuropathy:Bridging the translational gap
J Peripher Nerv Syst.2020;25:66-75.
(DOI:10.1111/jns.12392)
Accepted:15 May 2020

長期経過で持続したLance-Adams症候群の重症ミオクローヌスにペ
ランパネルが奏効した１例

臨床神経学61巻1号
doi:10.5692/clinicalneurol.cn-001477

気胸センター

股関節センター

脳神経内科
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脳神経内科
Recurrent Cerebral Venous Thrombosis Treated with Direct
Oral Anticoagulants in a Japanese Man with Hereditary
Protein C Deficiency

Journal of Stroke and Cerebrovascular
Diseases
(https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrov
asdis.2020.105320)

A CASE OF DESMOID TUMOR SUSPECTED TO BE SEEDING RECURRENCE
OF EARLY GASTRIC CANSER
早期胃癌術後再発を疑った腹腔内デスモイド腫瘍の１例

日本臨床外科学会雑誌８１巻3号

共著
（症例報告Ⅱ）直腸癌術後骨盤内局所再発に対する化学放射線療法
後 長期complete response維持中の1例

日本大腸肛門病会誌（年間1-10号）第74巻第2
号　2021年2月

人工股関節置換術　最新現場を追う 　膝の何が痛むか 診察・鑑別
を

夕刊フジ 2020年6月24日

人工股関節置換術　最新現場を追う 　正確に手術ができる機械で
アシスト

夕刊フジ 2020年6月27日

（特集　爪の治療・ケア）糖尿病患者のフットケア、爪病変
美容皮膚医学BEAUTY#18(3巻5号)ｐ82-88　美容
皮膚科医学BEAUTY, 2019.5

稀な組織像を呈した苔癬樣型サルコイドーシスの1例 臨床皮膚科　74(7) 2020.6

FreeStyleリブレによるアレルギー性接触皮膚炎
日本皮膚科学会雑誌　（2020;130:2557-2565）
原著
https://doi.org/10.14924/dermatol.130.2557

ウイルス性発疹症：従来の発疹症と最近のトピックス
Viral exanthems:conventional viral exanthems anci recent
topics

皮膚と美容 Vol.52,No.4（2020;130:2557-
2565）

結節性痒疹様の臨床像を呈した抗ラミニンγ1類天疱瘡：結節型抗
ラミニンγ1類天疱瘡

臨床皮膚科　Vol.75 No.2: 119-124, 2021年
02月号

当院の慢性維持透析患者におけるPAD重症化予防の取り組み
　　～臨床工学技士の関わり～

医工学治療

当院透析センターにおける災害対策の取り組み
　　～更なる体制整備を目指して～

医工学治療

人工呼吸器の換気モード （一社）東京都臨床工学技士会会誌

臨床工学技士の腹膜透析業務　ー9年間の経過- 腹膜透析2020　2020年 08 月号

治療機器の原理・取り扱い上の注意と保守点検　代謝関連 医療機器安全実践必携ガイド臨床工学編第4版

臨床検査科 喀痰からのCunninghamella bertholletiaeの分離経験
東京都医学検査48巻3号 P.167-172(2020年10月
1日発行)

HFNC併用で広がるリハビリテーション
　　～理学療法士の立場から～

医工学治療　vol.32　No.2　2020.7　（p.107-
115）

理学療法管理（安全管理・危機管理対策）
理学療法原論 第1版 2021年2月1日発行
（p.90-95）

消化器・一般外科

整形外科

皮膚科

臨床工学科

リハビリテーション科

8


