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講演・研究発表等目録

１．講演

【玉川病院】

部門 発表名 講演会名

チーム医療・地域連携で取り組む腎症重症化予防 CKD対策連携会　in　世田谷

看護学校講義 世田谷区医師会立看護高等専修学校

看護学校講義 世田谷区医師会立看護高等専修学校

LAM患者の気胸治療－その大切なポイント 第9回日本結節性硬化症学会学術総会

ボンヒールを用いた気胸治療 JB本社社内研修会

気胸に対する単孔式胸腔鏡下手術のコツ
単孔式胸腔鏡手術研究会　JUVIG2021第三回例
会（第119回日本外科学会定期学術集会の関連
研究会）

女性自然気胸の手術治療 第15回General Thoracic Surgical Forrum

外科教育に関する各施設の取り組み
第21回千葉大学大学院医学研究院　呼吸器病態
外科学教室例

Hipセッション Mako Owner's Meeting

人工股関節置換術（THA）の歴史（自分の近代史）と変遷 第94回日本整形外科学会学術総会

鼠径部・股関節周辺の症状を伴う診断と治療－骨粗鬆症、リハビリ
を含めて－

第39回荒川整形外科フォーラム

Session1 臨床整形外科における骨盤の座標系
stryker Great Expectations2021 -Online
live seminar-

ロボティックアーム手術支援システムを用いた、人工股関節全置換
術の実際

第44回日本骨・関節感染症学会

進行期・末期変形性股関節症の治療戦略（リハビリ・薬剤治療を含
めて）

第27回山口県関節外科研究会演題募集のご案内

外科進入路：前方進入と前側方進入（仰臥位、側臥位） 第48回日本股関節学会学術集会

Robotics Smart Surgery　ロボティックアーム支援THAの実際-ロボ
ティックアーム導入により手術は変わったか-

第49回日本関節病学会

私が考える股関節外科の研究と教育 股関節を学ぶ会 in 名古屋

寛骨臼再建の基本事項
Zimmer Biomet Webinar 2021 Revision THAの
すべて～抜去から二期的再置換まで～

THA の成績向上と残された課題 第52回日本人工関節学会

側臥位前側方アプローチによる THA- 最新の知見をどのように手術
手技に適用するのか？ -

第52回日本人工関節学会

full HA coated CORAIL stemの基本コンセプト 第6回HIT研究会

Mako robotic-arm 使用 THA の現状と課題 第52回日本人工関節学会

THAシンポジウム THAステム周囲骨折への対処　当科における治療
法の選択と失敗から学ぶ問題点

第52回日本人工関節学会

Corail stemの成績 第6回HIT研究会

高次脳機能障害の基礎知識と対応について
区西南部・区南部圏域高次脳機能障害支援普及
事業「専門的リハビリテーションの充実事業」
令和3年度第1回web講演会

新型コロナウイルス感染症と玉川病院 第5回玉川医学会

高次脳機能障害の理解と症状判断
高次脳機能障害の最新情報の共有（三井住友海
上火災保険主催研修会）

注意障害・遂行機能障害と脳画像の診かた～臨床で困る前頭葉症状
の予後の見極めかた～

日本離床学会教育セミナー

股関節センター

リハビリテーション
センター

透析センター

気胸研究センター
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講演・研究発表等目録

呼吸器内科 間質性肺疾患について　検査・治療 玉川間質性肺疾患学術講演会

エンレストをどのように心不全の治療戦略に組み込むか？　（ディ
スカッサント）

城南ARNI WEB LIVE Symposium

ディスカッション　「心不全についての治療方針」 Chronic heart failure Symposium

数字で考える心不全と生活習慣病 第20回JPHC

慢性腎臓病治療にSGLT2阻害薬をどう活かすか　（ディスカッサン
ト）

CKD Online Symposium

ARNI適正使用に関する最新の話題について How To Use ARNI

当院における心不全治療の取り組み
Heart Failure Treatment－地域医療ネット
ワーク－

便秘の基礎知識と治療 ヴィアトリス製薬城南営業所社内研修

当院における炎症性腸疾患診療の現状 玉川消化器フォーラム2021

大腸癌の外科治療 第2回玉川医師会学術講演会

Her2陰性進行再発乳癌における治療選択（パネリスト） 城南 Advanced Breast Cancer Conference2021

施設における治療経験、方針、薬剤ポジショニングについて 中外製薬社内研修会

Modified Watson-Jones approach における低侵襲性/ピットフォー
ルと将来性

第94日本整形外科学会学術集会

Knee Session3  外側型変形性膝関節症に対するMako®Total Kneeの
適応

stryker Great Expectations2021 -Online
live seminar-

ロボティックアーム手術支援システムを用いた、人工膝関節全置換
術の実際

第44回日本骨・関節感染症学会

 TKA パネルディスカッション 2　TKA/UKA 手術支援ロボットの未
来
「Mako」支援下人工膝関節全置換術における手技的特徴と問題点

第52回日本人工関節学会

皮膚科 汎発性膿疱性乾癬への生物学的製剤という新たな治療 大鵬薬品工業社内研修

玉川病院におけるCKD服薬指導の現状 CKDオンラインセミナー

当院における薬剤師の心不全教育への取り組み 第20回JPHC

ポリファーマシー、誰がやめる？誰がフォローする？　(ディス
カッサント）

Chronic Kidney Disease Symposium 2021～医
師・薬剤師の良好な連携への三歩目～

玉川病院における薬薬連携の実際 武田薬品工業医学教育会

当院における医療機器安全対策の実際 第7回日本医療安全学会学術総会

「TUCESビギナーズガイド」有識者から学生へ、専門分野の大会プ
ログラムの解説：医療機器

第31回日本臨床工学会

PDにおける臨床工学技士の役割と業務そして未来
第27回日本腹膜透析医学会学術集会・総会（日
本臨床工学技士会・日本腹膜透析医学会合同シ
ンポジウム）

安全な呼吸管理に向けて～臨床工学技士の立場から～
島根県臨床工学技士会　第3回呼吸療法セミ
ナー

災害連絡訓練の総括
令和3年度災害時透析医療研修会　第17回区西
南部ブロック会

患者サポートセン
ター

コロナ禍でも持続可能な地域連携ネットワーク 第13回全国連携実務者ネットワーク連絡会

【玉川クリニック】

部門 発表名 講演会名

新型コロナ感染症　－第６波に備えて－ 東神開発社員向け講演

消化器・一般外科

整形外科

薬剤科

臨床工学科

循環器内科

消化器内科
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講演・研究発表等目録

【佐倉厚生園病院】

部門 発表名 講演会名

機能性甲状腺癌にて右葉甲状腺切除後左葉の甲状腺機能亢進状態を
生じた症例

第64回日本甲状腺学会学術会議

禁煙対策について 佐倉警察署　衛生委員会

食中毒について 佐倉厚生会さくら苑　衛生委員会

五月病について 佐倉厚生会さくら苑　衛生委員会

健康診断について 佐倉厚生会さくら苑　衛生委員会

診療部、健診部、レ
ントゲン室、臨床検
査室、業務管理課

健康診断におけるCOVID19対策としての2部制導入および案内誘導の
変更による所要時間の短縮

第62回人間ドック学会学術大会

リハビリテーション
室

神経難病に対するリハビリ みつば脳神経内科クリニック（神経難病外来）

看護部 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

スクーリング講座in千葉 令和3年度千葉県女性薬剤師会

第１部薬剤師分科会 第13回千葉県脳卒中等連携の会

【診療所】

部門 発表名 講演会名

新型コロナウイルスワクチン接種に関する10のＱ＆Ａ 川崎近海汽船　健康管理委員会

ストレスについて 日油

新型コロナウイルスワクチン接種について 日産化学　健康推進委員会

たばこと健康障害　-新型コロナウイルス感染症と喫煙- エームサービス　安全衛生委員会

新型コロナウイルスワクチン接種 ＥＮＥＯＳサンエナジー

新型コロナウイルス感染症の対応について ﾃﾌﾟｺｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本社　健康ｾﾐﾅｰ

新型コロナウイルス感染症　-企業における感染予防対策- 共栄火災本社　健康ｾﾐﾅｰ

長時間労働による健康障害 ﾃﾌﾟｺｿﾘｭｰｼｮｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ東京業務ｾﾝﾀｰ

喫煙リスクと禁煙のすすめ　-職場の喫煙対策- 日産化学　健康会議

新型コロナウイルスワクチンについて ﾃﾌﾟｺｿﾘｭｰｼｮｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ八丁堀業務ｾﾝﾀｰ　健康ｾﾐﾅｰ

肥満 ＥＮＥＯＳサンエナジー

新型コロナウイルスの抗体価について　-ワクチン接種後感染予防
の必要性-

三井物産都市開発　衛生委員会

職場におけるメンタルヘルス対策 ﾃﾌﾟｺｿﾘｭｰｼｮｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ本社　健康ｾﾐﾅｰ

禁煙について 日産化学　健康推進委員会

診療部

薬剤科

健康管理部
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講演・研究発表等目録

新型コロナウイルス感染症の予防と感染拡大防止対策 メフォス本社　健康ｾﾐﾅｰ

新型コロナウイルス感染対策について 博報堂ＤＹﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ　麹町衛生委員会

高血圧 ＥＮＥＯＳサンエナジー

コロナ渦における体調管理 ＮＯＦﾒﾀﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞｽ

新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチン 川崎近海汽船　健康管理委員会

脂質異常症の予防と対策 共栄火災情報ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ　健康ｾﾐﾅｰ

コロナ渦における体調管理 昭和電工ｶﾞｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ川崎工場

健康診断結果の見方とその活用法 ﾃﾌﾟｺｿﾘｭｰｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ法人ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　健康ｾﾐﾅｰ

新型コロナの健康影響 東邦物産　衛生委員会

脂質異常症 ＥＮＥＯＳサンエナジー

睡眠と健康
ﾃﾌﾟｺｿﾘｭｰｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ八丁堀業務ｾﾝﾀｰ榎町事務所
健康ｾﾐﾅｰ

特定健診と特定保健指導 共栄火災健康保険組合　健康講演会

リモートワークにおける健康影響 三井物産都市開発　衛生委員会

オミクロン株の最新情報と今後の予想 川崎近海汽船　健康管理委員会

オミクロン株とブースター接種 三井石油開発　安全衛生部会

オミクロン株の最新情報と今後の予想 東邦物産　衛生委員会

糖尿病 ＥＮＥＯＳサンエナジー

オミクロン株の最新情報 博報堂ＤＹﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ　麹町衛生委員会

健康に働く人の睡眠について 日産化学　健康会議

ストレスチェックについて ＥＮＥＯＳサンエナジー

メンタルヘルス関連セミナー 三井石油開発　健康ｾﾐﾅｰ

２．発表

【玉川病院】

部門 発表名 学会名

未穿刺内シャントの感染から多彩な経過をきたした感染性心内膜炎
の1透析剖検例

第66回日本透析医学会学術集会

外来CKDチーム医療における管理目標値の遵守状況と腎予後との関
連

第51回日本腎臓学会東部学術大会

血液透析導入後、通院拒否により腹膜透析へ移行した一例 第27回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

腎代替療法選択における患者、家族に対する意思決定支援 第27回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

【優秀演題賞】外来CKDチーム医療のCKD管理目標値遵守状況に及ぼ
す影響

第14回日本CKDチーム医療研究会

気胸研究センター
自然気胸術後の気漏遷延症例は適切な手術が行えたのか－術後再発
での評価

第38回日本呼吸器外科学会学術集会

健康管理部

透析センター
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講演・研究発表等目録

胸腔子宮内膜症性気胸における横隔膜の裂孔様病変の発生機序につ
いて

第38回日本呼吸器外科学会学術集会

長期的時間軸で LAM の難治性気胸を治療する－TPC とシロリムス
による長期管理ー

第25回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会

胸腔子宮内膜症性気胸の横隔膜病変発生機序についての病理学的考
察

第25回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会

胸腔子宮内膜症性気胸はどこから空気が流入するのか－術中に同定
できた気漏部位からの考察

第25回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会

初発時に高度肺虚脱を呈する原発性自然気胸の治療方針 第25回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会

原発性自然気胸における肺嚢胞の形態学的新分類（栗原分類）の試
み

第25回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会

いわゆる月経随伴性気胸における術後ホルモン療法の意義
2021年第2回気胸・のう胞性肺疾患Webフォーラ
ム

胸腔子宮内膜症性気胸の横隔膜病変の分布形式
2021年第2回気胸・のう胞性肺疾患Webフォーラ
ム

Total pleural covering(TPC) for BHDs can prevent intractable
recurrent pneumothorax

BHD symposium 2021 in London　Webnar

難治性気胸の手術症例における術前の胸腔造影検査の意義について 第74回日本胸部外科学会定期学術集会

胸腔内子宮内膜症気胸の術後再発に対する新しい手術術式と有効性
－Total Pleural Covering(TPC)－

第43回日本エンドメトリオーシス学会

胸腔子宮内膜症性気胸における術後ホルモン療法の意義－傾向スコ
アマッチングを用いた検討－

第43回日本エンドメトリオーシス学会

子宮内膜症の自然史についての考察－胸腔子宮内膜症性気胸の横隔
膜病変の病理学的な検討から－

第43回日本エンドメトリオーシス学会

ポケット理論に基づく胸腔子宮内膜症性気胸の発生機序の検討 第43回日本エンドメトリオーシス学会

全胸膜被覆術(Total pleural covering,TPC)の適応と成績 第38回日本肺および心肺移植研究会

Taperloc スタンダードステム、microplasty, microplasty
complete の骨反応

第51回日本人工関節学会

Robotic-arm assisted system（Mako）を用いた primary THA の成
績と展望

第51回日本人工関節学会

術後長期経過した CT 画像による骨密度と骨リモデリング則を最適
化して有限要素解析を行った人工股関節周囲の骨密度との比較

第51回日本人工関節学会

ロボティックアーム手術支援システム「Mako」を使用した人工膝関
節全置換術の成果と問題点

第51回日本人工関節学会

ロボティックアーム手術支援システム「Mako」を用いて評価した軟
部バランスの内側骨棘処置効果

第51回日本人工関節学会

Robotic-arm assisted 人工股関節全置換術 -outlier の検討 第51回日本人工関節学会

当科における人工関節周囲骨折の治療法の選択と失敗例から学ぶ問
題点

第51回日本人工関節学会

人工股関節周囲感染における、リネゾリド誘発性好中球減少症に対
しテジゾリドへ切り替えを行った 1 例

第51回日本人工関節学会

Augmented Reality 拡張現実の THA ナビゲーションへの応用と成
果

第51回日本人工関節学会

肥満患者における人工股関節全置換術後急性期の炎症反応について
の検討

第51回日本人工関節学会

THA術後に血圧低下で発覚し、開腹止血により救命しえた臼蓋cupの
スクリュー刺入操作が原因と思われる1症例

第48回日本股関節学会学術集会

THAにおけるRobotic-arm assisted system （Mako）の有用性と
pitfall

第48回日本股関節学会学術集会

Taper-wedge stem と full HA-coated stemのforgotten joint
score 12を用いた比較

第48回日本股関節学会学術集会

Full Hydroxyapatite Compaction stem 3機種の術後成績比較 第48回日本股関節学会学術集会

Robotic-arm assisted人工股関節全置換術対マニュアル人工股関節
全置換術早期臨床成績の比較

第48回日本股関節学会学術集会

Delta-on-deltaセラミック摺動面を用いた人工股関節全置換術の短
期成績

第48回日本股関節学会学術集会

気胸研究センター

股関節センター
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AccoladeIIステムの中期の骨反応 第48回日本股関節学会学術集会

大腿骨近位部骨折の周術期に新規DVTを発生するリスク因子の検討 第48回日本股関節学会学術集会

当院での大腿骨近位部骨折術後患者の骨粗鬆症治療開始率 第48回日本股関節学会学術集会

LZDによる好中球減少に対し、TZDにて加療を行った人工股関節周囲
感染の3例

第48回日本股関節学会学術集会

MAKO robotic system を用いた THA cup 設置の安全性と精度 第52回日本人工関節学会

当院における晩期人工関節周囲感染に対する Debridement,
antibiotics, and implant retention（DAIR）の臨床成績

第52回日本人工関節学会

Professional dancer に対する人工股関節全置換術（THA）の術後
成績

第52回日本人工関節学会

Full Hydroxyapatite Compaction stem 3 機種における術後 1 年
成績の比較

第52回日本人工関節学会

【優秀演題賞】THA における予防的抗生剤の投与期間の短期化と術
後感染率についての検討

第52回日本人工関節学会

Taperwedge型ステムでCortical Hypertrophyが生じる症例の初期ス
テム固定

第52回日本人工関節学会

Delta-on-delta セラミック摺動面を用いた人工股関節全置換術の
短期成績と Squeaking の検討

第52回日本人工関節学会

AYA世代女性の鼠径部ヘルニアに対する非メッシュ治療法 第19回日本ヘルニア学会学術集会

当科における高度食道裂孔ヘルニアに対する手術手技の工夫 第19回日本ヘルニア学会学術集会

消化器内科
【専修医奨励賞】　伝染性単核球症に伴う胃周囲リンパ節腫大を契
機に発見されたEBウイルス関連胃炎の1例

日本消化器病学会関東支部第365回例会

抗Glutamic Acid Decarboxylase抗体が陰性化した慢性炎症性脱髄
性多発神経炎の一例

第33回日本神経免疫学会学術集会

Streptococcus mitis/oralisによる細菌性髄膜炎の一例 第49回日本救急医学会総会・学術集会

腫瘍破裂が疑われた小腸リンパ管腫の１例 第83回日本臨床外科学会総会

当科における腹部汚染手術症例に対する周術期抗生剤使用の解析 第83回日本臨床外科学会総会

「Mako」支援下人工膝関節全置換術における内側骨棘処置前後の術
中軟部バランス評価

JOSKAS/JOSSM meeting 2021（第13回日本関節
鏡・膝・スポーツ整形外科学会／第47回日本整
形外科スポーツ医学会学術集会）

当院での人工骨頭置換術後患者の骨粗鬆症治療開始率 第52回日本人工関節学会

デリケア®︎エムズによる接触皮膚炎症候群 日本皮膚科学会第896回東京地方会

激症型溶連菌感染症による壊死性筋膜炎5例の検討 第120回日本皮膚科学会総会

AMPCとアセトアミノフェンによるStevens-Johnson症候群 日本皮膚科学会第897回東京地方会

皮膚病変にラパリムス®ゲルが奏功した結節性硬化症 第9回日本結節性硬化症学会学術総会

グセルクマブが著効した汎発型膿疱性乾癬 第898回日本皮膚科学会東京地方会

PVL陽性MRSAによる重症化したせつ腫症（第2報）
日本皮膚科学会東京地方会　第900 回記念合同
臨床地方会

リハビリテーション
科（診療部）

Entrada stem の短期成績 第51回日本人工関節学会

大腿骨頚部／転子部骨折における術前貧血進行度調査と貧血進行関
連因子の検討

日本麻酔科学会第68回学術集会

注射用レミマゾラムベシル酸塩の術中投与におけるBISモニターの
有用性およびフルマゼニル投与による安全な覚醒に関する検討

日本麻酔科学会第68回学術集会

術後も繰り返す原発性自然気胸に再手術を行うことは妥当なのか？
－再手術の治療成績からの検討

第25回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会

大腿骨転子下骨折術後ネイル折損に対して人工骨頭置換術と大転子
骨接合術を併用した一例

第48回日本股関節学会学術集会

股関節センター

研修医

ヘルニアセンター

脳神経内科

整形外科

皮膚科

麻酔科

消化器・一般外科
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頭部脱毛斑を初発症状とした尋常性天疱瘡 第85回日本皮膚科学会東京支部総会

アルコール多飲歴と非可逆性脳梁膨大部病変を伴ったメトロニダ
ゾール脳症の一例

第239回日本神経学会関東甲信越地方会

超高齢血液透析患者の重症僧帽弁閉鎖不全症にMitraClipによる治
療が奏効した1例

第675回日本内科学会関東地方会

原発性自然気胸に対する単孔式手術の 3 ポート法との比較 第1回気胸・のう胞性肺疾患Webフォーラム

膝関節痛で発覚したテレワークによる日照不足が原因となったと考
えられるビタミンD欠乏症の1例

日本内科学会第675回関東地方会

下肢近位部優位の単麻痺を呈した半乱円中心梗塞の1例 第675回内科学会関東地方会

全人工骨頭関節術後に発熱と四肢の疼痛が出現し、感染との鑑別を
要した一例

第52回日本人工関節学会

シェーグレン症候群に合併したリンパ球性間質性肺炎(LIP)の一例 日本内科学会第676回関東地方会

リネゾリド誘発好中球減少症をテジゾリドでコントロールした人工
関節置換術後感染の1例

第31回日本医療薬学会年会

当院における高齢者がん化学療法の現状および安全性の評価 日本臨床腫瘍薬学会2022

当院における臨床工学技士の血管エコーを用いた Vascular Access
管理

日本医工学治療学会第37回学術大会

当院臨床工学技士によるペースメーカ遠隔モニタリング管理業務の
取り組み

日本医工学治療学会第37回学術大会

透析センターにおける災害対策～患者の災害意識向上を図る～ 第31回日本臨床工学会

自己血回収装置回路のリザーバ破損の経験 第23回日本医療マネジメント学会学術総会

当院における臨床工学技士の腹膜透析業務～業務拡充と育成を目指
して～

第27回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

自己血回収装置回路の破損を経験して 第1回関東甲信越臨床工学会

臨床工学技士のエコーによるVascular Access管理とエコー下穿刺
技術習得への取り組み

第49回東京透析研究会

ブレストインプラント関連未分化大細胞型リンパ腫の1例 第46回日本超音波検査学会学術集会

当院における過去7年間のカルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）
の分離状況

第33回日本臨床微生物学会総会・学術集会

COVID-19による外出自粛が人工股関節置換術後の患者に及ぼす影響 第51回日本人工関節学会

人工股関節全置換術患者における術後独歩獲得に影響を与える因子
の検討

第48回日本股関節学会学術集会

人工股関節全置換術術後患者に対する動的バランス練習の影響 第48回日本股関節学会学術集会

回復期リハビリテーション病棟における活動量の変化に対応した栄
養介入の効果

リハビリテーションケア合同研究大会　兵庫
2021

新型コロナウイルス感染症によるコメディカルの心理的影響調査
第2報～リハビリテーション科内の分析～

第4回日本理学療法管理研究会学術大会

新型コロナウイルス感染症によるコメディカルの心理的影響調査第
一報～多職種とリハビリテーション科の比較～

第4回日本理学療法管理研究会学術大会

視床出血により姿勢定位障害を呈した症例～視覚代償を用いて歩行
能力改善を目指して～

第10回東京都理学療法士協会主催　区西南部・
区西部ブロック学術集会

A病院における身体拘束の現状と課題-身体拘束に関するアンケート
調査から見えてきたもの-

日本老年看護学会第26回学術集会

急性期病院内科病棟における身体拘束最小化への取り組み－老人看
護専門看護師による倫理的課題へのアプローチ－

日本老年看護学会第26回学術集会

コロナ禍における代替実習を基盤にした新人看護職員教育プログラ
ムの検討

第25回日本看護管理学会学術集会

高齢がん患者の外来で行う継続的な療養支援に関する文献検討 日本エンドオブライフケア学会第4回学術集会

退院支援看護師による末期心不全患者のアドバンス・ケア・プラン
ニングへの実践

日本エンドオブライフケア学会第4回学術集会

研修医

臨床検査科

薬剤科

臨床工学科

リハビリテーション
科
（医療技術部）

看護部
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術前オリエンテーション説明用紙を作成しその効果を説明する 第48回日本股関節学会学術集会

新型コロナウイルス感染症病棟の振り返り－事例から改めて看護の
力を考える－

第56回全国病院経営管理学会

【佐倉厚生園病院】

部門 発表名 学会名

第47回日本脳卒中学会学術集会

第51回日本脳卒中外科学会学術集会

第38回スパズム・シンポジウム

療養型病院入院患者のインスリン療法に関する検討 日本糖尿病学会　第64回学術集会

診療部、看護部 回復期リハビリテーション病棟における転倒リスク因子の解析
回復期リハビリテーション病棟協会
第39回研究大会in東京

手指衛生の教育的介入の効果 第29回日本慢性期学会

身体拘束に対する意識調査と拘束解除に至る要因 第29回日本慢性期学会

千葉県共用脳卒中地域医療連携パスで育てた地域連携～核になるの
はMSW

公益財団法人日本医療ソーシャルワーカー協会

職場の実際を知る
佐倉・南部地域医療・介護連携令和３年度第２
回勉強会

リハビリテーション
室

若年健常者の嚥下中の舌骨筋の活動と頭部突出姿勢の関係 第27回千葉県理学療法士学会

【診療所】

部門 発表名 講演会名

異所性子宮内膜症を意識したNuck管水腫の術式選択 第19回日本ﾍﾙﾆｱ学会学術集会

免疫学的便潜血反応陽性を契機に発見された無症候性ｱﾒｰﾊﾞ性大腸
炎の1例

第62回日本人間ﾄﾞｯｸ学会学術大会

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

腹膜透析導入病院におけるAssisted PD普及への取り組み
腎と透析 Vol.91別冊　p.19-20 2021年9月30日
発行

外来CKDチーム医療の腹膜透析療法に及ぼす影響
腎と透析 Vol.91別冊　p.57-59 2021年9月30日
発行

臨床工学技士とともに歩むPD業務－当院の現状と課題－
腎と透析 Vol.91別冊　p.23-24 2021年9月30日
発行

III 胸膜疾患　気胸

呼吸器症候群(第3 版) I　―その他の呼吸器疾
患を含めて―（別冊日本臨牀　領域別症候群シ
リーズNo.17　p.398-401　 2021 年8 月31 日
発行）

III 胸膜疾患　月経随伴性気胸・胸部子宮内膜症症候群

呼吸器症候群(第3 版) I　―その他の呼吸器疾
患を含めて―（別冊日本臨牀　領域別症候群シ
リーズNo.17　p.402-405　 2021 年8 月31 日
発行）

気胸センター

看護部

医療連携課

透析センター

健康管理部

頸動脈内膜剥離術における術前術後の認知機能の変化に関する研究

診療部

看護部
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Current opinion and comparison of surgical procedures for
the treatment of primary spontaneous pneumothorax

Expert Review of Respiratory Medicine
（https://doi.org/10.1080/17476348.2022.20
11218）Accepted 23 Nov 2021

Ⅺ　縦隔疾患　Marfan症候群
別冊日本臨牀　領域別症候群シリーズ　№21
呼吸器症候群（第3版）Ⅴ　p.320-p.323
2021.12.31発行

【共著】Asia-Pacific (AP) Region Venous Thromboembolism
(VTE) Consensus Group.
Asia-Pacific venous thromboembolism consensus in knee and
hip arthroplasty and hip fracture surgery: Part 2.
Mechanical venous thromboembolism prophylaxis.

Knee Surgery and Related Research (2021.
Jun 30;33(1):20)

【共著】Asia-Pacific (AP) Region Venous Thromboembolism
(VTE) Consensus Group.
Asia-Pacific venous thromboembolism consensus in knee and
hip arthroplasty and hip fracture surgery: Part 1. Diagnosis
and risk factors.

Knee Surgery and Related Research
(2021.Jun 19;33(1):18)

【共著】Efficacy and safety of tedizolid in a patient with
linezolid-induced neutropenia: A case report.

International Journal of Clinical
Pharmacology and Therapeutics（2021.Jun
30.）

ＣＯＲＡＩＬ人工股関節
ＣＯＲＡＩＬ人工股関節　丸善プラネット
2021.6.30

【共著】Bone morphology of the proximal femoral canal:
ethnicity related differences and the influence on
cementless tapered wedge stem designs.
(Thies Wuestemann 著)

Hip International (2021.Jul;31(4):482-
491.)

【共著】A neck-preserving short stem better reconstructs the
centre of rotation than straight stems: a computed
tomography-based cadaver study.
（著者　Ezechieli Mほか）

Arch Orthop Trauma Surg. 2021 Jul 6.

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

Hip Joint Vol.47 2021 No.1　p.81-84

【共著】Tension-band wiring of displaced stable olecranon
fractures with Eyelet-pins in the elderly: a series of 17
cases（著者：辻野　昭平、共著：辻野昭人）

Orthop Traumatol Surg Res  2021 Sep
23;103076. doi: 10.1016

整形外科の軌跡　人工股関節置換術 高度なチーム医療と手術手技
の継承を目指して

整形外科 Surgical Technique　第11巻 6号
p.4-9　2021年11月

変形性股関節症 読売新聞　医療ルネサンス　2021.12.27

Robotic-armassistedsystem（Mako）を用いたprimaryTHAの成績と
展望

日本人工関節学会誌 51巻　3-4、2021年12月

Taperlocスタンダードステム，microplasty，microplastycomplete
の骨反応

日本人工関節学会誌 51巻　9-10、2021年12月

地域一般病院での脊髄小脳変性症・多系統萎縮症の診療・リハビリ
自験例から

認定特定非営利活動法人全国脊髄小脳変性症
（SCD）・多系統萎縮症（MSA）友の会ニュース
№252　p.17-22　2021.8.20

Entradastemの短期成績
日本人工関節学会誌 51巻　473-474、2021年12
月

脳神経内科
Aseptic meningitis after vaccination of the BNT162b2 mRNA
COVID-19 vaccine

Neurological Sciences（DOI
https://doi.org/10.1007/s10072-021-05543-
1）2021.8.1

皮膚科
Recurrent furunculosis by Panton-Valentine leukocidin-
positive methicillin-resistant Staphylococcus aureus USA300
clone in Tokyo: A report of two cases

J Dermatol . 2021 Oct;48(10):E522-E523.
doi: 10.1111/1346-8138.16076. (Accepted 06
July 2021)

薬剤科
Efficacy and safety of tedizolid in a patient with
linezolid-induced neutropenia: A case report

International Journal of Clinical
Pharmacology and Therapeutics
2021 Sep;59(9):627-629. doi:
10.5414/CP204007.

当院における臨床工学技士の血管エコーを用いた Vascular Access
管理

医工学治療 vol.33 supplement,2021 通巻116
号

当院臨床工学技士によるペースメーカ遠隔モニタリング管理業務の
取り組み

医工学治療 vol.33 supplement,2021 通巻116
号

高流量鼻カニュラ使用中から積極的な歩行練習を実施した2型呼吸
不全の一症例

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌2021
年29巻3号 p.484-487（発行日：2021.06.20）

片側および両側同時人工股関節全置換術後の機能回復の検討 Hip Joint Vol.47 2021 No.1(S223-S226)

THAステムの種類が術後リハに与える影響について Hip Joint Vol.47 2021 No.1(S265-S267)

COVID-19による術前の外出自粛が人工股関節全置換術患者に及ぼす
影響

日本人工関節学会誌 51巻　447-448、2021年12
月

看護部
CKD進展予防からRRT導入までの患者支援（4）患者家族への看護実
践

臨牀透析　Vol.37 No.11 11;1244-1248,2021
2021年10月発行

気胸センター

リハビリテーション
科
（医療技術部）

股関節センター

臨床工学科

リハビリテーション
センター
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