発表学会

演題名

第92回日本脳神経外
一過性片麻痺で発症した外傷性頸部頸動脈解離に対し
科学会中部支部学術
CASを施行した1例
集会

演者名
縣 正大、東山 史子、大屋 房一、 酒井 圭一

発表年月日
2017年4月8日

第29回日本内分泌外 喘息様気管支炎から2型急性呼吸不全を呈した腺腫様甲
小松 哲、藤森 実
科学会総会
状腺腫の1例

2017年5月17日

第60回日本糖尿病学 CDEが主導し行政と協力して行った糖尿病市民フォーラム
水野 稔子、田中 征雄
会年次学術集会
の報告

2017年5月18日

第34回日本呼吸器外 横隔膜損傷を伴う包丁刺創に対し鏡視下に安全性を確保
原 大輔、齊藤 学
科学会総会
しえた1例

2017年5月19日

第35回日本脳腫瘍病
A case of parietal pilocytic astrocytoma in an adult
理学会学術集会

金谷 康平、酒井 圭一

2017年5月19日

第35回日本脳腫瘍病
脳原発melanocytomaの1例
理学会学術集会

縣 正大、東山 史子、大屋 房一、酒井 圭一、
前島 俊孝

2017年5月19日

第20回信州神経救急 脳主幹動脈（急性）閉塞に対する急性期血行再建術の治
大屋 房一、縣 正大、東山 史子、酒井 圭一
研究会
療成績

2017年5月19日

第60回日本糖尿病学 投与が簡便な週1回デュラグルチドを導入して元気に退院
黒柳 展子、田中 征雄
会年次学術集会
した患者さんの症例

2017年5月20日

第60回日本消化器病
肝細胞がんの分子標的薬治療中に皮膚筋炎を発症した1 手塚 雅登、森田 進、久保田 大輔、福沢 慎哉、
学会甲信越支部地方
例
藤森 一也、滋野 俊、吉澤 要、小口 美佐枝
会

2017年5月27日

第45回日本小児神経 小児期脳腫瘍に対する放射線治療後、28年経過し発症し
縣 正大、東山 史子、大屋 房一、酒井 圭一
外科学会
た髄膜腫の1例

2017年6月2日

AESD（Acute encephalopathy with biphasic sizures late
第9回日本小児科学
reduced diffusion)2歳女児の1例報告と当院過去5年間の 塚原 恵子
会長野地方会
けいれん重積症例の検討

2017年6月4日

発表学会

演題名

演者名

発表年月日

第140回日本内科学
早期肺癌に対する根治放射線治療後に G-CSF産生腫瘍
会信越支部主催 信
横沢 翔子、向井 雄一、吾妻 俊彦、出浦 弦
を併発した 肺扁平上皮癌の1例
越地方会

2017年6月10日

第140回日本内科学
著明な消化器症状を呈したIgA 血管炎の１例
会信越地方会

滋野 俊、滋野 俊、久保田 大輔、藤森 一也、福澤
慎哉、
森田 進、吉澤 要、高橋 寧史

2017年6月10日

Chronic subdural hematoma with middle cranial fossa
第120回信州脳神経
arachnoid cyst presented with bilateral papilloedema: A
外科集談会
case report.

縣 正大、東山 史子、大屋 房一、酒井 圭一

2017年6月10日

第140回内科学会信
胃軸捻転症を繰り返したParkinson病の1例
越地方会

二村 駿行、古谷 力也、浜垣 真衣子、久保田 大
輔

2017年6月10日

第189回日本泌尿器
病的骨折を契機に診断された小径腎がんの1例
科学会信州地方会

清水 孝明、三村 裕次、草間 里紗、水沢 弘哉、
赤羽 努

2017年6月10日

第29回日本頭蓋底外
巨大髄膜腫と静脈洞浸潤によるduralAVF併存例
科学会

酒井 圭一、大屋 房一、東山 史子、縣 正大

2017年6月14日

第19回日本医療マネ
ジメント学会学術大
会
第19回日本医療マネ
ジメント学会学術大
会

急性期病院の脳卒中地域連携体制における行政との連
携

酒井 圭一

2017年7月8日

効率性係数アップを目指した多角的な取組みがもたらした
三澤 理恵
経営改善と医療の質改善

2017年7月8日

第25回日本乳癌学会 男性乳癌を伴った4重複悪性腫瘍（胃癌、直腸癌、膀胱
学術総会
癌）の1例

小松 哲、手塚 雅登、草間 里紗、藤森 実

2017年7月13日

第25回日本乳癌学会
ベーチェット病治療中に発症した乳癌の1例
学術総会

手塚 雅登、小松 哲、草間 里紗、藤森 実

2017年7月13日

第14回日本乳癌学会
内側領域の乳房内リンパ節に転移を認めた乳癌の1例
中部地方会

宮下 大輔、小松 哲、草間 里紗、品川 裕伯、藤
森 実

2017年9月9日

発表学会

演題名

演者名

第14回日本乳癌学会
ベーチェット病治療中に発症した乳癌の治療経験
中部地方会

井手 祥吾、小松 哲、藤森 実

第93回日本脳神経外
科学会中部支部学術 たこつぼ型心筋症を合併した脳梗塞と脳出血の2症例
集会

縣 正大、東山 史子、大屋 房一、酒井 圭一

第43回日本診療情報 医療のIT化やICTの活用における診療情報管理の新たな
三澤 理恵
管理士学会学術大会 チーム医療
第62回東信医学会

肺塞栓症を契機に診断された腎癌の2例

畑 宏樹、三村 裕次、清水 孝明、水沢 弘哉、
丸山 周一、高橋 済

発表年月日
2017年9月9日
2017年9月16日
2017年9月22日
2017年10月7日

第76回日本脳神経外
当院における悪性腫瘍に合併する脳梗塞についての検討 縣 正大、東山 史子、大屋 房一、酒井 圭一
科学会学術総会

2017年10月13日

第5回東北信脳神経 経過中に上腸間膜動脈症候群を合併し、経胃瘻的腸瘻が
宮本 有夏、古谷 力也
セミナー
有効であった筋萎縮性側索硬化症の57歳女性例

2017年10月21日

第12回日本禁煙科学
認知症患者の禁煙支援
会学術総会

後藤 美加

2017年10月28日

第54回日臨技関東甲
信支部首都圏支部医 抗酸菌遺伝子検査におけるPCR-CE法の臨床的評価
学検査学会

矢野 政敏、横井 貴之、中條 幹夫、金子 司、
前島 俊孝

2017年10月29日

第31回日本手術看護 超緊急帝王切開の受け入れに対するシミュレーション学習
柳澤 よし美
学会
実施報告

2017年11月3日

第37回日本臨床麻酔 救急救命士による気管挿管実習の指導中に喉頭蓋嚢胞
学会
をマッキントッシュ型ビデオ喉頭鏡により発見できた1例

山田 友克、池野 重雄、安藤 晃、田中 秀典、
田中 稔幸、土橋 哲也

2017年11月3日
～5日

第61回日本消化器病
弘中 智子、吉澤 要、森田 進、原 大地、浅野
学会甲信越支部地方 自己免疫性肝炎に自己免疫性溶血性貧血を合併した1例
純平、 藤森 一也、滋野 俊、前島 俊孝
会

2017年11月4日

発表学会

演題名

第71回国立病院総合
粘液栓を認めた好酸球性肺炎の1例
医学会

演者名
井手 祥吾、丸野 崇志、吾妻 俊彦、出浦 弦

発表年月日
2017年11月10日

第71回国立病院総合 早期心筋生体が診断、治療に有用であった好酸球性心筋 二村 駿行、佐藤 武彦、丸山 周作、森田 岳宏、
医学会
炎の1例
阿部 直之、高橋 済

2017年11月10日

第71回国立病院総合
急性呼吸不全を呈した高齢者腺腫様甲状腺腫の1例
医学会

品川 裕伯

2017年11月10日

第71回国立病院医学 急性期病院の地域連携における地域医療連携室としての
酒井 圭一
会総会
戦略

2017年11月10日

第71回国立病院総合
偶然に発見された若年男性の後腹膜仮性嚢胞の1例
医学会

2017年11月10日

草間 里紗、清水 孝明、三村 裕次、水沢 弘哉、
前島 俊孝

第71回国立病院総合 酸素流量計（ﾌﾛ-ﾄ式）のトラブル事例における原因追求と 野澤 忠弘、高野 一誉、児玉 怜佑、山下 雅弘
医学会
対策

2017年11月10日

当院の大腸穿孔における術後エンドトキシン吸着療法の
第71回国立病院総合
現状
医学会
～予後と予後関連因子について～

高野 一誉、野澤 忠弘、児玉 怜佑、山下 雅弘

2017年11月10日

第71回国立病院総合 病棟での感染拡大防止にむけた取り組み
医学会
ーおむつ交換の手順を通してー

清水 あゆみ、中澤 早紀、永井 恵利紗

2017年11月10日

第71回国立病院総合
外来看護師の採血時の看護実践遵守の教育効果
医学会

堀口 典子、望月 比呂美、安達 博子

2017年11月10日

第71回国立病院医学 ALS患者A氏の在宅療養支援
会総会
～災害対応マニュアル作成を通じて～

神津 章人、横井 貴之、中條 幹夫、金子 司、
前島 俊孝

2017年11月10日

第71回国立病院総合 ソーシャルワーカーと退院支援加算1
医学会
～退院支援に取り組むシステムの検討～

竹腰 有紀

2017年11月10日

発表学会

演題名

演者名

発表年月日

通常の心室ペーシングで室房伝導を認めず、室房同時
第71回国立病院総合
佐藤 武彦、丸山 周作、森田 岳宏、阿部 直之、
ペーシング下心室早期刺激で発作を誘発し得た、稀有型
医学会
高橋 済
房室結節回帰性頻発の1例

2017年11月11日

第71回国立病院総合
重度の便秘により急性尿閉を来した3歳男児例
医学会

2017年11月11日

宮下 大輔、清水 純、丸山 悠太、塚原 恵子、島
崎 英、辻 浩一郎

第71回国立病院総合 尿路閉塞に対して予定外手術を施行した症例についての
水沢 弘哉、三村 裕次、清水 孝明
医学会
臨床的検討

2017年11月11日

第71回国立病院総合 心臓リハビリテーションの適切な疾患別リハ料算定にむけ
太田 仁美
医学会
ての当院の取り組み

2017年11月11日

第71回国立病院総合 看護研究に対する意識調査
医学会
ー看護研究を進めるうえでの妨げとなる要因ー

2017年11月11日

水野 泰子

第71回国立病院総合 循環器・腎臓内科病棟に勤務する看護師の業務量実態調
内山 みずほ、伝田 和美、宮島 大宜、田中 英智
医学会
査

2017年11月11日

第71回国立病院総合
混合病棟における業務量調査～前年度との比較分析～
医学会

2017年11月11日

小岩井 春香、竹内 るみ、飯島 みずき、片桐 恵
里香

せん妄のリスクファクター・せん妄スクリーニング・ツール
第71回国立病院総合
金田 明子、荻原 多津子、青木 海菜子、高橋 幸
の認識の統一と事故防止について-リスクファクター・せん
医学会
江
妄スクリーニング・ツールを活用しての取り組み-

2017年11月11日

第71回国立病院総合 患者の安全を保てる胸腔ドレーン固定方法の検証ー統一
関 直希、清水 舞子、櫻井 みゆき、淵田 恵梨
医学会
化を図るー

2017年11月11日

第71回国立病院総合 外泊減少を目指した取組みによる経営的インパクト
医学会
～1,000万円の経営改善と情報連携～

2017年11月11日

三澤 理恵、小林 星也、佐藤 勝彦、酒井 圭一、
吉澤 要、鈴木 幸次郎

第71回国立病院総合 放射線部門における転倒転落および患者誤認に関するア
小林 幸史
医学会
ンケート調査報告

2017年11月11日

発表学会

演題名

第71回国立病院総合 プラチナ製剤感受性再発卵巣癌におけるカルボプラチン
医学会
脱感作療法を施行した1例

演者名

発表年月日

来栖 花奈、山田 豪樹、貴舩 亮仁、久保田 篤
司、
松村 英祥

2017年11月11日

第71回国立病院総合 信州上田医療センターにおける週1回投与GLP-1アナログ
石向 嶺、貴舩 亮仁、久保田 篤司、田中 征雄
医学会
製剤デュラグリチドを導入した症例

2017年11月11日

第65回長野県透析研 AN69ST膜（CRRT）施行時に回路凝固頻回で難渋した症
究会学術集会
例

山下 雅弘、野澤 忠弘、高野 一誉、児玉 怜佑、
高橋 寧史

2017年11月12日

第65回長野県透析研
Online-HDFにおける血糖動態の検討
究会学術集会

児玉 怜佑、野澤 忠弘、高野 一誉、山下 雅弘

2017年11月12日

第18回長野県口腔外 無水エタノールブロックか奏功した90歳代の三叉神経痛
科協議会
（第2枝）の1例

上原 忍、吉村 伸彦、窪田 昌平

2017年11月18日

第79回日本臨床外科 肺部分切除術後に両側乳糜胸を合併した原発性肺癌の1
原 大輔、齊藤 学
学会総会
例

2017年11月25日

第67回日本泌尿器科 入院中に発症した症候性静脈血栓塞栓症についての検
学会中部総会
討

2017年11月26日

第79回日本臨床外科
学会総会
第1回国立病院機構
臨床工学技士協議会
関東信越支部学術大
会
第75回信州形成外科
学会

水沢 弘哉、清水 孝明、三村 裕次

異時性に空腸重積症と十二指腸重積症を発症しいずれも
鈴木 史恭
自然に解除された成人特発性腸重積症の1例

2017年11月29日

当院の大腸穿孔における術後エンドトキシン吸着療法の
現状

高野 一誉、野澤 忠弘、児玉 怜佑、山下 雅弘

2017年12月10日

乳房1期2次再建における同時乳頭作成の試み

池上 みのり、小松 哲、藤森 実

2017年12月16日

第121回信州整形外 化膿性脊椎炎との鑑別を要した10歳女児巨大Schmorl結
畑 宏樹、黒河内 大輔、小松 雅俊
科懇談会
節の1例

2018年2月10日

発表学会

演題名

演者名

発表年月日

平成29年度上田市医
上部尿路結石に対する体外衝撃波砕石術の初期経験
師会臨床懇話会

三村 裕次、清水 孝明、塚田 学、水沢 弘哉

2018年2月28日

第43回日本脳卒中学
行政と連携しての脳の健康推進活動
会学術集会

酒井 圭一、大屋 房一、東山 史子、長峰 広平

2018年3月15日

第5回信州内分泌談 乳がん初期治療後22年経過して頭痛で発症した転移性下 長峰 広平、酒井 圭一、東山 史子、大屋 房一、
話会
垂体腫瘍の1例
前島 俊孝

2018年3月24日

